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レポート
• 提出期限：最終回終了後の水曜日 17:00

はじめに

• 提出方法：
– 送信先 Address: e_wata@konan-u.ac.jp (渡邊)
– 件名 (Subject)：
「知能情報学実験及び演習」 (渡邊担当分)

概要
本実験では，LeapMotion および EyeTribe を用いた実験を行う．ここでは，プログラミ
ング言語 Processing を用いる．
まず，モーションコントローラ LeapMotion を用いて，指の動きを検出し，画面上の物

• 内容：
– ppt, word, excel で作成すること．
– 表紙：タイトル，学籍番号，氏名，提出日付
– 本文：プログラム，実行結果，理解できた/できなかった点など．

体を移動するための実験を行う．つぎに，視線入力装置 EyeTribe を用いて，視線の動きを
検出するための実験を行う．
実験構成は以下の通りであるが，各自の進捗に合わせて課題数の増減を行う．

1. Mac OS X, LeapMotion, EyeTribe, Processing 言語の概要と Processing 言語の復習

成績評価
以下の項目に基づいて，総合的に評価する．

2. LeapMotion による指の検出 (1/2) [課題-D, E, F, G]

• 出席状況：

3. LeapMotion による指の検出 (2/2) [課題-D, E, F, G]

• レポート：できるだけ多い方が望ましいが，図やプログラムだけでなく，説明文があ
れば better．

4. EyeTribe による視線の検出 (1/2) [課題-H, I, J, K]
5. EyeTribe による視線の検出 (2/2) [課題-L, M, N, O]

資料について
• アンダーライン ( ) とハイフン (−) を見間違う可能性がありますので，注意して下
さい．
• Porgram の file 名に，ハイフン ”-” が含まれている場合，当該の file を open するこ
とができない場合があります．その際は，相談して下さい．
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第1章

1.2

第 1 章 Mac OS X, Processing,
LeapMotion, EyeTribe

Mac OS X, Processing, LeapMotion, EyeTribe

Processing

• 概要：
– 電子アートとビジュアルデザインのためのプログラミング言語．
– 2008 年に，MIT メディアラボが開発 (https://processing.org)．
• 動作確認：
– Application folder の Processing を起動．

1.1

– 円を表示 (size(400, 200); ellipse(100, 100, 60, 60);

Mac OS X

• Mac OS の操作 (login/logout/shutdown など)
• login-ID: ise-xxx (研究室内のみ有効)
• Tips:

1.3

LeapMotion

• 概要：
– 赤外線照射 LED により，指や手の動きを検出 (トラッキング速度：100 [fps]).
– 2012 年に，Leap Motion 社 (https://www.leapmotion.com) が開発．

– Launchpad：application の起動．

• 動作確認：
– Application folder の サーバプログラム LeapMotion を起動．
– タスクバー (最上部) の Visualizer を実行．

– システム環境設定：mouse の設定等．
– 画面のキャプチャー (静止画)：Command + Shift 4

1.4

EyeTribe

• 概要：
– 視線入力装置 (Sampling rate: 30 or 60 [Hz]).
– 2013 年に，The Eye Tribe 社 (https://theeyetribe.com) が開発．

– 画面のキャプチャー (動画)： quicktime を利用．

• 動作確認：

• USB の取り外し: ゴミ箱に入れる or 右クリックで取り出し

– Application folder のサーバプログラム EyerTribe (New/Old) を起動．

• terminal: コマンドの実行等

– Application folder の EyeTribeUI を実行し，キャリブレーションを実施．

• Emacs: プログラムの編集，ファイル内容の確認
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第2章

2.2

Processing

課題-A

1. draw_object と draw_line を組み合わせて，
「物体をマウスでクリックし，マウス
の移動 (マウスドラッグ) に伴い，物体を移動する」機能を実現しなさい．

第 2 章 Processing

2. レポートには，
「プログラムと説明」，
「実行結果 (画面のキャプチャ)」を記載すること．

2.1

動作確認

• Processing/draw_object：物体を表示し，物体とマウス位置との距離を求める．距
離が短い場合は，物体色を変更する．

図 2.3: 実行結果 (Processing/kadai-A の kadai-A.mp4) も参照して下さい)

2.3
(a) 距離 > 10

(b) 距離 ≤ 10

図 2.1: 実行結果 (一例)

• Processing/draw_line：マウスをドラッグしている間，直線を描画する．

課題-B

1. draw_object と draw_line を組合わせて，
「移動するマウス (ドラッグ時のみ) の位
置に物体を追従させる」機能を実現しなさい (Processing/kadai-B/kadai-B.mp4)．
2. レポートには，
「プログラムと説明」，
「実行結果」を記載すること．

2.4

課題-C

1. draw_object と draw_line を組み合わせて，
「直線上に移動する物体にマウスを近づけ
ると物体の色が変わる」機能を実現しなさい (Processing/kadai-C/kadai-C.mp4)．
2. レポートには，
「プログラムと説明」，
「実行結果」を記載すること．

2.5
図 2.2: 実行結果 (一例)

課題 (時間があれば)

1. Processing/add に画像処理 (VideoProcessing) や ARKit (NyARToolkit) 用の資料が
あります．時間があれば取り組んで下さい．
2. レポートには，取り組んだ内容を記載すること．

9

10

第3章

3.4

第 3 章 LeapMotion

LeapMotion

課題-F: 簡単な課題

1. 「物体付近に人差し指を移動させて物体を把握し，さらに，人差し指の移動に伴い，物体
を移動する」機能を持つプログラムを作成しなさい (LeapMotion/finger_position
などを参考にして下さい．また，実行例は，図 2.3 を参照のこと)．

2. レポートには，
「プログラムと説明」，
「実行結果 (画面のキャプチャ)」を記載しなさい．

3.1

準備

• Application にあるサーバプログラム LeapMotion を起動．
• タスクバー (最上部) の Visualizer を実行．
• LeapMotion/finger_position (人差し指の位置を検出し表示) を実行．

3.2

課題-D: examples

1. フォルダ LeapMotion/examples にある以下の例を実行し，レポートに「各プログ
ラムの機能」，
「実行結果 (画面のキャプチャ)」を記載しなさい．
• active_fingers,
• finger_to_pvector,
• gesture_recognition,
• velocity_graph.
2. 関数 leap.getTip, leap.getFingerList の機能を説明しなさい．

3.3

課題-E: examples の改良

1. フォルダ LeapMotion/examples にある例 velocity_graph を，指の横方向の動き
に対応するように変更しなさい．
2. レポートには，
「プログラムと説明」，
「実行結果」を記載しなさい．

3.5

課題-G: 自由課題

1. 上記の example などの program や Web 上の情報を利用して，
「... (各自で考えて下
さい)」の機能を持つプログラムを作成しなさい．

2. レポートには，
「プログラム」，
「説明」，
「実行結果」を記載しなさい．
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第4章

4.3

EyeTribe

課題-I: example

1. フォルダ EyeTribe/examples にある WeightedGrid を実行しなさい．

第 4 章 EyeTribe

2. レポートには，
「プログラムの機能」，
「実行結果」を記載しなさい．

4.4
4.1

準備

課題-J: example の改良

1. フォルダにある WeightedGrid を改良しなさい．改良する機能 (分割数, 画像などな

Application folder (New あるいは Old) のサーバプログラム EyerTribe を起動して下さい．

ど)

は各自で考えて下さい．

2. レポートには，
「改良内容」，
「プログラムと説明」，
「実行結果」を記載しなさい．

4.2

課題-H: 簡単な課題

1. EyeTribe/kadai-H/kadai-H.pde を参考に，
「物体を注視して把握する」機能 (表示
色や距離は任意) を実現しなさい (実行例：動画 EyeTribe/kadai-H/kadai-H.mp4)．
2. レポートには，
「プログラムと説明」，
「実行結果 (キャプチャ)」を記載しなさい．
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void draw object()
{
float distance;



distance = dist(..., ..., ..., ...);

}

rectMode(CENTER);
if (....) {
fill(0,255,0); rect(..., ..., 40, 40);
}
else {
fill(0,0,0); rect(..., ..., 40, 40);
}



4.5. 課題-K: 文章

4.5
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第4章

4.5.1

課題-K: 文章

1. プログラム EyeTribe/kadai-K/kadai-K を実行し，表示される文章を読んで下さい．
なお，kadai-K 以降，program を終了する場合は，keyboard の q を押して下さい．
2. gnuplot および tgif を用いて，文章を読んだ際の視点をグラフ化しなさい (図 4.1)．

EyeTribe

gnuplot における入力内容

gnuplot を用いて，視点のグラフ化するための手順が動画に掲載されていますが，以下
に，gnuplot における入力内容を記します．ただし，順序通りではありません．v
bababababababababababababababababab

なお，グラフ化するための手順については，動画 EyeTribe/kadai-K/kadai-K.mp4
を参照して下さい．

// 画面の初期化 (x いち いち)
set terminal x11

3. 他の受講者による視点との差異について意見交換を行って下さい．
4. レポートには，
「視点の検出結果 (xxx.eps)」および「他の受講者による視点との差異
について意見交換を行った内容」を記載しなさい．

// a.txt の 2 列目を横軸，3 列目を縦軸としたグラフ (折れ線+点 lp) を
// 作成する．ただし，縦軸は 768-$3 という変換を行う．
plot "a.txt" using 2:(768-$3) w lp
// 横軸の範囲を aaa, bbb とする．
set xrange [aaa:bbb]

kadai-K

gnuplot

tgif

// 縦軸の範囲を aaa, bbb とする．
set yrange [aaa:bbb]
xxx.txt

xxx.eps

xxx.obj

// 縦横比を設定する．(画像 size が 800x600 ならば aaaa は 600/800)
set size ratio aaaa

(a) 視線検出 → 視点のグラフ化

// a.txt の 2 列目を横軸，3 列目を縦軸としたグラフ (折れ線 l (える)) と
// d.txt の 2 列目を横軸，3 列目を縦軸としたグラフ (点 p, サイズ ps
.7, 色 lt 7) を作成する．
// ただし，縦軸は 768-$3 という変換を行う．
plot "a.txt" using 2:(768-$3) w l, "d.txt" using 2:(768-$3) w p lt 7 ps .7

700

600

500

// 出力先を画面ではなく，tgif 形式とする．
set terminal tgif

400

// file 名を test.obj とする (後で，tgif で編集できるように)．
set output "test.obj"

300

200

// グラフを "test.obj" に保存する．
plot "a.txt" using 2:(768-$3) w l, "d.txt" using 2:(768-$3) w p lt 7 ps .7

100

// gnuplot を終了．
quit または q

0
0

200

400

600

800

(b) 視点の検出結果 (xxx.eps)
図 4.1: 視線検出 → 視点のグラフ化と視点の検出結果
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4.6. 課題-L: C 言語

4.6
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課題-L: C 言語

1. EyeTribe/kadai-L/kadai-L を実行し，表示される問題を解きなさい．
2. gnuplot および tgif を用いて，図を見た際の視点をグラフ化しなさい (図 4.1)1 ．
3. 他の受講者 (C 言語の問題を解けた人/解けなかった人) による視点との差異につい
て意見交換を行って下さい．

4. レポートには，
「視点の検出結果」，
「視線の検出結果に対する考察 (正解に至るまでの
過程など)」を記載しなさい．

4.7

課題-M: 間違い探し

1. EyeTribe/kadai-M/kadai-M を実行し，表示される図を見て，間違いを探して下さい．
2. gnuplot および tgif を用いて，図を見た際の視点をグラフ化しなさい (図 4.1)．
3. 他の受講者による視点との差異について意見交換を行って下さい．
4. レポートには，
「視点の検出結果」，
「視線の検出結果に対する考察 (間違いを見つける
ための過程など)」を記載しなさい．

4.8

課題-N: 図形クイズ

1. EyeTribe/kadai-N/kadai-N を実行し，表示されるクイズに答えて下さい．
2. gnuplot および tgif を用いて，クイズに挑んだ際の視点をグラフ化しなさい (図 4.1)．
3. 他の受講者による視点との差異について意見交換を行って下さい．
4. レポートには，
「視点の検出結果」，
「視線の検出結果に対する考察 (正解がわかるまで
の過程)」を記載しなさい．

1 [tgif

で，画像 (image.jpg) を貼り付けることができない場合は相談して下さい．
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4.9

EyeTribe

課題-O: 討論

1. 11:30 までに，各人の視線分布 (課題-L, M, N の eps file) を渡邊まで提出して下さ
い．その後，USB で配布します．
2. 11:40 から，各人の視線分布に対して，その特徴や各人の違いを議論します．ただし，
各課題に対する内面状態 (例えば，課題-L において「理解したか/理解できなかった」
かなど) については，全ての議論が終わった後に，公開して下さい．

3. レポートには，(i) 全員の視線分布，(ii) 議論内容，(iii) 視線分布と内面状態の関係を
記して下さい．

