石原史也
卒論発表を終えて、振り
返ってみると様々なことが
ありましたが、１年前の当
時では想像できないくらい
の取り組みをすることがで
きました。私の研究はロボ
ットが自分の意志で動き人
とコミュニケーションをと
れ、人とロボットが親睦を
深めることのできるものを
製作することを目的として
きました。そこでロボット

般の人でのＫｏＲｏの認知
度は一気に高まるだろう。
今後は、これらの記事での
期待を裏切らないように、
中身を充実させることが課
題となる。研究は、システ
ムを作るだけではなく、そ
れをきちんとした卒業論文
にし、発表会でわかりやす
く発表し、後輩のために、
引き継ぎをきちんとすると
いうところまで含まれてい
るが、文章については、一
人平均５回程度の添削指導
を行った。発表はしっかり

が自分の意志で動くことを
見せるために、ロボットが
ぶらぶらと散歩をし、その
際に人を見つけると挨拶な
どの感情表現を行い、コミ
ュニケーションをとるロボ
ットにしました。オープン
キャンプでは、ロボットが
自分の意志で動き続け、人
を見つけると挨拶をしてく
れることで、来場者の方々
にも好評でした。子供もロ
ボットと一緒に散歩し、挨
拶を何回もしてとても喜ん
で もら うこ とができ ま し
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と準備されたものになって
おり、当学部の中では、ト
ップクラスの完成度だった
と自負している。ＫｏＲｏ
以外のテーマについても、
Ｋｉｎｅｃｔによるポーズ
の測定、深度センサーによ
る歩行支援は広い意味で田
中が研究をしているものに
関係するものであり、
今後、
これらの研究成果を見なが
ら、さらに研究を発展させ
ていきたいと思っている。
（田中雅博）

た。オープンキャンパスを
通して、来場者の方の反応
から自分がしている研究に
自信を持つことができ、ど
ういったことをしたら喜ん
でもらえるのか、ロボット
のことをどう思っているの
かなど知ることが次に活か
すことができました。私は
子供のころからロボットと
いうものに興味がありまし
た。そこで大学ではロボッ
ト関係に携わりたく田中研
究室を希望し、配属された
ことで自分がやりたかった
ようなロボットを動かし、
意志を持たせるなどに関わ
れることができ、１つの夢
が叶ったかと思います。田
中研究室に配属されて研究
をしていくことで学んだこ
ととして、一番はプログラ
ミング技術です。３回生ま
でに学んだことをどう活か
すかなど、プログラムを書

２０１６年２月８日号
甲南 大学 知能情報学 部田中研究室

くことに慣れることができ
ました。次に、パソコンに
ついて詳しくなったことで
す。プログラミングするた
めにはパソコンの環境やス
ペックなどを理解するのが
必要なため自然と知識が増
えてきました。この４回生
の１年間、研究や就活など
忙しくもありましたが、何
かに取り組み成果を出して
いくということにとても良
い経験になり、充実したも
のとなりました。今年度は
研究室の皆様や田中先生に
はとてもお世話になりまし
た。この１年間ありがとう
ございました。

岩佐幸輝
この研究室に入ろうと思
ったのは、プログラミング
を使って何か研究をしたい
と思ったからです。プログ
ラミングは、得意では、あ
りませんでしたが授業で習
った時に自分の作ったプロ
グラムがうまく動いた時は
とてもうれしく思い、もっ
とやってみたいと思ったの
で田中研究室に入りま し
た。研究は、Ｋｉｎｅｃｔ
を用いた姿勢の改善システ
ムについて研究しました。
直立姿勢や前屈の姿勢や後
屈の姿勢を評価するシステ
ムです。Kinectで前
屈の姿勢を評価するのは、

毎月発行

データがうまく取れず難し
かったです。最初の頃は、
研究テーマを決めるのもど
うするか悩みました。研究
テーマが決まるとプログラ
ミングしようとしまし た
が、Ｋｉｎｅｃｔのプログ
ラミングは、田中研究室に
入るまでしたことがなく大
変でした。最初のうちは、
まったくわからず、勉強す
ることからはじめました。
やっとプログラムを書き始
める事ができたのは、それ
から数週間後のこ とで し
た。卒業論文は、文章を書
くのが苦手でどういうふう
に書けばいいかわからず時
間がかかりました。研究発
表は、しっかり練習したの
でうまくいきました。
普段、
聞けない他の研究室の発表
も聞けてよかったです。プ
ログラムや卒論が完成する
かどうか最後の方まで不安
でしたがなんとか完成し、
研究発表を無事に終える事
ができて安心しています。
大学生活の４年間は、時間
が経つのがとても早かった
と感じています。入学して
体操競技部に入部し、１回
生の頃から授業と部活で忙
しい日々を送りました。３
回生の後期になると研究と
就職活動でさらに忙しくな
りました。就活では、スー
ツで説明会や面接にも何回
も行き、大変でした。この

編 集 長： 岡 田 航大（Ｂ４
編 集 委 員 ： 吉岡 一 樹 （ М ２
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卒業論文発表会を終えて
田
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今年度は、６名が卒論の
提出、および発表を終えた。
最近、ＫｏＲｏを中心とし
たテーマが多いが、今年度
は、ＫｏＲｏの外装を整え
てかわいいものにし、毎日
図書館入り口で運用すると
いう、今までとは違う段階
に入り、学生の緊張感、責
任感も違っていた。そのた
2月以降、４つの一般
め、1
新聞社と大學新聞、関西学
生報道連盟などの取材があ
り、すべて記事として掲載
された。これを契機に、一

卒論指導を終 え ま し た
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ったのが田中研だったと思
ったのでそのまま希望を出
しました。今はその縁に感
謝するくらいには、配属さ
れて良かったと思っていま
す。同回生の皆と一緒の年
度であったおかげで、特に
充実した１年半を送ること
ができました。一緒に卒業
できて本当に嬉しいです。
私は学校に残る身とな る
為、またオープンキャンパ
スや修論発表の時にでも顔
を出してもらえたら嬉しい
と思っています。本当にあ
りがとうございました。最
高の１年半でした。これか
らは、
自分の事だけでなく、
来年度の４回生や、これか
ら配属されるメンバーが卒
業の時に、自分のように満
足して卒業できるようなサ
ポートをできるようにも頑
張っていきたいとおもいま
す。

岡田航大

ような大変なことを乗り越 もできました。そうやって
えることができ、これから 四苦八苦しながらもがきな
社会人になってもやってい がら卒業研究を行っていま
けるという自信になりまし した。その甲斐あって、先
た。大学生活が非常に充実 生をはじめとした様々な方
したものとなり、よかった の協力を得てなんとか卒論
です。田中研究室で３回生 は完成、発表まで持って行
の時に行ったゼミ旅行や飲 けたと思っています。これ
み会などは、思い出に残っ からも少しずつでも確実に
ています。これから行く予 成長していけるように頑張
定 の ゼ ミ 旅 行 も 楽 し み で ります。
田中研に希望を出そうと
す。４月から社会人となり、
初めてやることがこれから 思ったきっかけはいくつも
も多いと思うので不安と期 ありますが、一番はやっぱ
り縁があったからだと思い
待でいっぱいです。
ます。１回生の時から指導
主任として田中先生にはお
世話になり、２回生からは
当時の院生の方にお世話に
なりました。思えば、その
時から田中研でお世話にな
る事を考えていました。３
回生でプレゼミを通じて他
の研究室も見てみてから悩
み抜いた末に自分に一番合

験になりました。また、今
回発表の順番が早いほうだ
ったので後が楽に感じてラ
ッキーでした、近いうちに
人前で話す機会があるので
すがその時は最後から何番
目かだそうなので今から緊
張していますが、今回の経
験を生かして頑張っていき
たいと思います。

栗岡亮太

配属されてから、先生、
先輩、同回生や後輩といろ
んな方から学ぶことが 多
く、とても内容のある１年
半を過ごしました。同時に
自身の勉強不足を痛感した
１年半でした。わからない
事も多く、プログラミング
をしても思ったように動い
てくれない事の繰り返しで
した。今も満足できるほど
知識がついたとは思いませ
んが、自分なりには必死に
くらいつけたのではないか
と思います。また、自分自
身では気付かなかったよう
な得意な事を発見すること

おらず席に戻ってから理解
しました。他にも色々と思
うことはありますが今回は
このあたりが一番強く残っ
ています。人前で発表した
りする機会はなかなかなく
時間通りに喋ることも思っ
た以上に難しかったですが
今後はそういった機会が増
えていきそうなので良い経
今回卒論の発表会を終え
て、私は思ったより上手く
出来た気がするけど失敗し
たなと感じました。発表に
向けて練習してはいました
が人前で話すのが苦手で緊
張しやすい自分にしては頑
張ったと思うし時間も最後
の一言二言が言えなかった
ぐらいだったので惜しかっ
たがまぁ自分にしては上手
く出来たと思っています。
ですが、発表の質疑応答で
は一発目でまったく気付い
ていなかった点を指摘され
かなり動揺してしまい次の
質問はあまり理解が出来て

た。自身の研究内容に関し
てのことですが、利用目的
者である視覚障害者のこと
をもっと理解した上での開
発ができていなかったこと
やPCLをうまく使いこな
せずシステムに組み込むこ
とができなかったことなど
まだまだ反省点や改善点が
あったと思います。その問
題は、今後自分でシステム
を構築する時の反省点とし

て活かしていこうと思いま
す。また田中研究室での研
究に関わる事として、コロ
についてのことですが、私
自身はコロの研究には、コ
ロ研に所属している他のメ
ンバーの実験のお手伝い以
外は、ほとんど関わってい
ませんが、自分が田中研究
室に所属してからのことを
考えると、今年度はコロの
外装を含めてかなり進化し
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松下和樹
３年生後期に田中研究室
への配属に決まってから、
はや１年半たった今、時の
流れが凄く早く感じます。
思い返すと、今年度は就職
活動の時期が前年度と比べ
て大きくずれたこともあっ
てか，４回生になった当時
は、就職活動と平行して卒
業研究が全然できないので
はないかと思 って いま し
た。実際に自分は、順調に
は進んでいるとはいえず、
困り果てていたと思い ま
す。そんな中、田中研究室
にいる人達に励まして頂い
たり、自分の研究内容につ
いてのアイデアを出してく
れたりと非常に助かりまし

2
1月から１月に掛けて、 ほとんど意識していない視
ＫｏＲｏがマスメディアに 点だった。ドラえもんとの
相次いで登場した。まず、
2
1月５日、Ｍｅｄｉａ Ｒ
ｏｋｋｏのストリーミング
2月9日、産経新聞
放送、1
2
の朝刊および産経ＷＥ Ｓ
Ｔ、１月８日、朝日新聞大
阪本社版および朝日新聞デ
8日、ＵＮＮ
ジタル、１月1
関西学生報道連盟の新聞、
8日、神戸新聞ＮＥＸ
１月2
Ｔ、２月２日毎日新聞、さ
らに、大學新聞にも掲載予
定である。
これらの情報提供につい
ては多くは１時間から１時
間半の取材に基づいて書か
れたもので、記者独自の視
点があるところが面白 い
が、その中で、ドラえもん
との対比、および、現在の
ＫｏＲｏが何代目であるか
ということに焦点を当てた
記事があったのは、我々が

たと思います。コロの開発
は今後も、更に進み続けて
いくと思うので、
引き続き、
後輩へと受け継いでいって
欲しいです。今後のコロの
発展を楽しみにしてい ま
す。最後になりますが、研
究発表を無事に終えること
が出来たのは、田中教授や
院生の吉岡さんや須谷さん
をはじめとする、田中研究
室の皆さんのおかげです。
どうもありがとうございま
した。来年度４回生になる
現３回生は就職や大学院の
進路など、また卒業研究に
ついてのことで不安がいっ
ぱいだと思いますが、田中
研究室で勉強したことやみ
んなで協力して実験を行っ
たりしてプログラムを作成
したことは良い経験になる
と思うので、辛いことがあ
っても現実に挫けず頑張っ
て下さい。

対比をされるということに ることを整理し、それを考
なると、ドラえもんのでき えながら、ＫｏＲｏの開発
内容を考えたくなる。また、
何代目ということを意識す
ることにより、次のステッ
プを明確な言葉で表現する
ことの必要性を感じる。
毎日新聞には、ローテク
という表現があった。これ
は予想していないもの で
「やられた～！」と思った
が、確かに、自己位置推定
を中途半端な段階でやめ、
移動ロボットのメインテー
マとも言えるＳＬＡＭをや
っていない点からは、そう
いう言い方をされてもやむ
を得ない。ただ、ＳＬＡＭ
については、理論的な背景
がしっかり分かっている学
生が自ら実験を繰り返す必
要があり、そこに踏み出す
のはリスクが大きいと考え
て踏みとどまった経緯があ
る。しかし、ローテクと言

ＫｏＲｏが新聞に続々と掲載
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松田直樹
私が田中研究室に配属さ
れたときには、まだどのよ
うな研究をするか決めてい
ませんでした。４回生にな
ると各自研究テーマを決め
ることになりました。その
ときもまだ私は、どのよう
な研究をするか決めておら
ず、半ば消去法的にＫｏＲ

っている中に、ＫｏＲｏに
対する記者の愛着が感じら
れ、あながちマイナスイメ
ージではなさそうである。
易しい技術を使って、今ま
で見たことのないものを作
るというのが私の研究方針
なので、その意味では、ロ
ーテク戦略は成功の路線を
行っている。

ｏによる図書館の案内シス
テムの開発が研究テーマに
なりました。はじめに、シ
ステムを開発する際にまず
開発環境の構築にてこずり
ました。Ｗｉｎｄｏｗｓや
Ｋｉｎｅｃｔのバージョン
が今までと違いビルドがな
かなか通らず吉岡さんに何
度も助けてもらい、なんと
か開発環境を整えることが
できました。その後システ
ムの仕様を変えながら試行

今回の一連の取材を受け
て感じたことは、図書館と
の関係をどうするのかとい
うことをきちんと考えるべ
きであるということ、
また、
社会はより明確な機能を求
めているということであっ
た。今後、こうした点を考
慮しながら開発を続けるこ
とになる。 （田中雅博）

錯誤の末、現在のシステム
に近いものをオープンキャ
ンパスまでに作ることがで
きました。オープンキャン
パスに間に合わせるために
徹夜で作業したのはいい思
い出です。オープンキャン
パスでは、システムが落ち
てしまう不具合がありまし
たがシステムを使った人が
驚いたり、関心を持っても
らえたことが印象に残って
います。オープンキャンパ
スの後はＫｏＲｏを図書館
に常駐させることになりま
した。しかし、プログラム
が落ちてしまう不具合が何
度も起きてしまい、ＫｏＲ
ｏを常駐させることがなか
なかできませんでした。そ
の不具合をなくすために試
行錯誤し、ＫｏＲｏ研究会
の皆様の協力を得ることで
なんとかＫｏＲｏを常駐さ

せることができました。そ
の後は卒論を書き始めまし
たが研究内容をうまくまと
めることができず、時間が
かかりましたがなんとか間
に合わせることができまし
た。田中研究室で私は、シ
ステムを作るこ との大 変
さ、ＫｏＲｏプロジェクト
での仲間との協力、研究の
発表や説明など様々な経験
を得ることができました。
この経験を今後にも活かし
ていきたいです。田中先生、
研究室の皆さん本当にあり
がとうございました。最後
に、次期４回生の皆さん、
プログラムがうまく動かな
かったり思うようにいかな
いことがあるかもしれませ
んが仲間同士で助け合い、
ＫｏＲｏがよりよいロボッ
トになるように頑張ってく
ださい。

２月1日～4日 別府方面
2
2
9日～
にゼミ旅行。▼２月2
３月１日 計測自動制御学
会北海道支部学術講演 会
で、須谷君が発表。▼３月
5
2日 卒業式。この日は、
ＫｏＲｏは卒業式モード。
3日～４月1日 グ
▼３月2
2
ランフロントにて、入場者
カウンタとラジオ体操採点
システムを展示。

研究室対外予定

5日は
卒業式のある３月2
図書館は本来開館しない予
定だったところを、図書館
職員さんの厚意によりロビ
ーを解放してもらうことに
なっている。ＫｏＲｏの卒
業式モードである写真撮影
モードは当日は図書館のロ
ビーで行う。私も当日は卒
業式に参加する側の人間な
ので、隙があれば是非利用
してみようと思う。
（岡田航大）

卒
卒業
業式
式モ
モー
ード
ド順
順調
調に
に作
作成
成中
中
5日の甲南大学の卒
３月2
業式に向けて現在３回生が
開発しているＫｏＲｏの卒
業式モードの開発が順調に
進んでいる。大きな変更点
はないものの、当初の設計
ではボタンを押すと嬉しい
や悲しいなどの大まかな感
情だけ指定され、その感情
に準ずる一種類の音声や目
が表示される仕様だったも
のが、目は１種類だが、音
声はいくつかの中からラン
ダムで再生される仕様に変
更された。これにより、同
じ感情であっても違う言葉
を発することになる。
また近づいた際に呼び込
むための挨拶も先輩の助け
を借りながらではあるが３
回生が頑張って開発してい
る。本格的な研究が始まる
前に３回生が協力して開発
している姿を見ていると、
非常に頼もしい。その経験
は必ず卒論でも役にたつの
で、是非完成度を高めてい
ってほしいと思う。

編集後記

まずは、今月号の発刊が
１週間ずれ込んでしまい、
申し訳ありません。
今回はゼミ生の４回生全
員分の記事を入れ込む事が
できて、編集委員として編
集しててとても楽しかった
です。嬉しい悲鳴といえば
うれしい悲鳴なのですが、
写真を小さくしたりし て
も、どうしても１ページに
入りきらなかったので、前
後で 分けさせて 頂きま し
た。
記事にもしていますが、
ひとまず卒業論文発表会が
終わりました。私的には大
学生活というものの一区切
りがつきました。卒論以外
にも個人的に１月の中頃か
ら終わりまで忙しかったの
で、２月に入って、やらな
ければならないことが一気
に減ってしまったので、あ
まり落ち着かないのが正直
なところです。それくらい
に１月は充実 して いま し
た。
今年に入って、芸能関係
の大きいニュースが多くて
少し困惑しています。中で
も野球が好きな私にとって
清原選手の報道はやっぱり
かという気持ち反面、松井
選手と並んで野球を好きに
なったきっかけの選手の一
人だったので 誠に遺憾 で
す。
来月記事にしますが、ゼ
ミ旅行は大分県に行くこと
になっています。大分県に
は行ったことがなかったの
で、結構楽しみにしていま
す。大分というとやはり別
府と湯布院といった温泉の
県というイメージがありま
す。これで日本全国で行っ
たことがない都道府県が残
り少なくなりました。大学
院卒業までに、全て制覇で
きるように頑張り（？）ま
す。
（岡田航大）

