High School SCIENTISTS

一定距離を保ちつつ、後ろから追い
かける買い物カートを作製
奈良女子大学附属中等教育学校（平成 17 年度 SSH 指定校）
過去に経験したことのない高齢化と少子化を迎えた日本。介護や日常生活の
支援が急務だが、人手はまったく足りていない。不足部分をロボット技術で
補えないかとの模索が続くなか、高校生たちが「モーションキャプチャシス
テム」を開発・応用し、特定の人物を後ろから追いかける買い物カートの作
製に成功した。
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指を使って直感的に操作できるロボットアーム。指を広げるとロボットアームも開き、指を閉じるとロボットアームも閉じる。
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＊ C++ 言語とは、広く普及しているプログラミン
グ言語である C 言語に、オブジェクト（目標
物）指向的な拡張を施したプログラミング言語。
1992 年に米国最大の通信会社である AT&T 社
によって仕様が策定された。

人を自動で追いかける買い物カートが完
成した（写真 2）
。いちいちカートを押
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「これまでの努力は報われましたが、
今回の受賞はあくまでも通過点。今後も
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