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Human Augmentation
人間拡張(Human Augmentation)は、テクノロジーとの相乗効果により人間の能力を
拡張しさらに発展させようという研究領域です。自律性をもつ機械による自動化だけで
はなく、利用者と一体化し、その能力を高める技術には多くの可能性があり、人間自らが
何かを達成する際に得られる達成感や尊厳を促進するものだと考えています。
人間の個々の能力を強化する Individual Augmentation, 人間の存在や存在感を拡
張する Existence Augmentation, そして能力の獲得や継承を拡張する Augment-
ed Abilities などの研究を進めています。

“Human Augmentation” is a research area involved with extending human abilities 
with technology. In addition to automation by machines with autonomy, there are a 
lot of possibilities for enhancing humans’ ability. 
We also believe that such enhancement can provide a sense of accomplishment 
and dignity when human beings themselves are able achieve more. 
We are currently investigating Individual Augmentation to strengthen the individual 
capacity, Existence Augmentation to expand the presence of humans, and 
Augmented Abilities to extend the acquisition and transmission of abilities.

人間拡張の三要素
Three Elemens of Human Augmentation

Individual Augmentation 

Existence Augmentation 

Augmented Abilities 

個々の知覚や身体能力の増強

存在・存在感の拡張

能力の獲得・伝達・継承の拡張



デバイスがインターネットにつながる時代(IoT)の先には、人の能力そのものがインター
ネットにつながり、 自由に往来するような時代が到来するでしょう。その世界をIoA 
(Internet of Abilities)と呼んでいます。 IoAの世界では、人間は他の人間、ロボット
や人工知能のような人工物と相互連携しながらその能力を拡張していきます。テクノロ
ジーは必ずしも人間を置き換えるものではなく、人間と共進化していくものだと考えてい
ます。

Following the current era (IoT) where devices are connected to the Internet, we 
believe that the next era of the Internet where human capabilities are connected 
and transferred will soon arrive.  We named such era IoA (Internet of Abilities).  
In IoA, human beings will have symbiotic relations with other humans and technol-
ogies including robots and artificial intelligence.  We believe technologies and 
humans will co-evolve, rather than replacing each other.
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JackIn
JackIn は、人間を、人間と異なる能力を持つ人工物や、他の人間と接続すること
で、総合的に人間の能力や存在を拡張するための枠組みです。また、体外離脱感
覚を提供することを JackOut と呼んでいます。機械と人間との接続による 
Human-Machine JackIn, 人間と人間とを接続する Human-Human 
JackIn, JackIn と  JackOut により連続的に１人称視点と３人称視点を行き
来できるJackIn Spaceの研究を進めています。

JackIn is the vision for augmenting human capability and human existence.  

It enables immersive connections between humans and other artificial 

entities, or between humans and other humans.  JackOut enables the 

out-of-body experience. We are investigating Human-Machine JackIn, 

Human-Human JackIn, and an environment that enables seamless migra-

tion between 1st and 3rd person perspectives (JackIn Space). 

 “JackIn”はW.ギブソンのSF「ニューロマンサー」に登場する用語で、電脳空間への没入を意味していた。
The term “jack in” was originally used in SF novel “Neuromancer” by W.Gibson, reffering to total immersion into cyberspace.

JackIn original idea sketches [2011,2013 Rekimoto]
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JackInの諸形態JackInの諸形態

JackIn Space

Human-Machine JackIn

Body Ghost 

Human-Human JackIn

JackOut (out-of-body)



[ 発表業績 |Publications]
- Natsuki Hamanishi, Jun Rekimoto. Body Cursor: Supporting Sports Training with the Out-of-Body Sense, CHI 2017 Workshop on Amplification and 
Augmentation of Human Perception.

Body Cursor
Supporting Sports Training with the Out-of-Body

      れまでのスポーツトレーニングに関する研究では，自身
の姿勢や身体の動き，及びそれらがどう動作するかを正しく
理解しているトレーニング者の方が，より運動スキルをより
迅速に改善できることを示唆していた．しかし，特に初心者
とっては，自身の姿勢や身体の動きを認識することは容易で
はない．最近のスポーツトレーニング支援に関する研究の中
には，トレーニング者に自身の姿を見せようとするものもあ
るが，視点や視認できる動きには限界がある．本研究では，
身体の姿勢や動きをリアルタイムで正確に再現した体のコピー
を提示する「Body Cursor」というシステムを提案する．こ
のシステムでは，トレーニング者は，この身体のコピーが自
身の体のカーソルであるかのように操作することができる．

こ

     revious studies on sports training suggest trainees who 
correctly understand their posture, movements, and how 
they perform can improve their skills more rapidly. Howev-
er, especially for novice trainees, recognizing one's 
posture and movement is not easy. Although some recent 
researches on training support try to show the trainee's 
self-image, there are limitations in viewpoints and move-
ments.  In this research, we propose a system called 
“Body Cursor” that shows a copy of a trainee's body that 
correctly reproduces the posture and the motion of the 
trainee in real time. With this system, a trainee feels this 
body copy as if it were a cursor of the trainee's own body.  

P



[ 発表業績 |Publications]
-  Akira Matsuda, Takashi Miyaki, and Jun Rekimoto. 2017. ScalableBody: a telepresence robot that supports face position matching using a vertical actuator. In Proceedings of the 8th Augmented Human International Conference (AH ’ 17).
- Akira Matsuda and Jun Rekimoto. 2016. ScalableBody: A Telepresence Robot Supporting Socially Acceptable Interactions and Human Augmentation through Vertical Actuation. In Proceedings of the 29th Annual Symposium on User Interface Software 
and Technology (UIST ’ 16 Demo)
.- Akira Matsuda, Jun Rekimoto. ScalableBody : A Telepresence Robot with Vertical Actuation for Face-to-face Communication and Human Augmentation. 1 st Asian Workshop on User Interface (AUI 2016) ( 国際ワークショップ口頭発表 , 査読有り )
- 東大、テレプレゼンスロボ開発 -６５ｃｍから２ｍまで対話の目線自在に ( 日刊工業新聞 , 2016/11/9) https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00406071

ScalableBody
A Telepresence Robot that Supports Face Position Matching using a Vertical Actuator

    calableBody は身長を自在に変更可能なテレプレゼンス
ロボットです。遠隔地にいる対話相手と同じ目線に合わせて
身長を変化させることで、操作者が感じる身長差に起因する
対話相手への威圧感を是正することができます。また、ロボッ
トの身長を操作者自身の身長と一致させることで、操作者は
普段見ている視点からロボットを操作することができます。
さらに、自在に身長を変更できるため、身長の低い子供の目
線や身長の高い大人の目線といった、普段とは異なった視点
を体験することが可能となります。このシステムを使うことで、
身長や目線という人間の印象を決定づける情報を伝達し、よ
り円滑なコミュニケーションを実現することが可能であると考
えています。

S

     calableBody is a telepresence robot which can change 
the height dynamically to modify the position of camera or 
display. This approach provides eye contacts in remote 
conversations, thus reduce intimidation for a remote user
(who controls the robot) from the local user(who has a 
conversation with telepresence robot). Also, match the 
height of robot to a remote user's actual height, the remote 
user can control the robot from the same view as daily life. 
Moreover, a remote user can feel inordinately sight like a 
view from a child or a man who is tall.Transmit t ing a 
non-verbal information like a user's height by this system 
makes more natural communication even if they are far 
away from each other.

S



[ 発表業績 |Publications]
- Michinari Kono, Hiromi Nakamura, Jun Rekimoto. Intentiō: Power Distribution through a Potentialized Human Body. ACM Proceedings of Augmented Human 
2016

Intentio
Power Distribution through a Potentialized Human Body

  ntentiōは、電位を与えられた人間が低電力の電子機器を
触れることによって稼働させることを可能とする。この電位を
与えられた人間は一種の共通の電源基盤として機能し、身体
を介して電子機器へ電力を供給する。一般に電子機器はそれ
自身が電源を保有している必要があり、個別に管理されてい
なければならない。また頻繁に交換や充電がされなければな
らない電池などの電力源の多様化により、それらの管理が
ユーザによって複雑となってきている。共通の電源基盤を用
いることにより、このような電子機器はそれ自身に電源を保
有する必要がなくなり、管理が容易になる。Intentiōは人間
を電気的に拡張することにより、人間が自身の身体を介して
電子機器に電源供給を行うインタラクションと取り扱い方法
を提唱するコンセプト・フレームワークである。

I

  ntentiō allows a potentialized human to activate low-pow-
er electronic devices by touching them. A potentialized 
human acts as a common power source and distributes 
power to electronic devices through their body. An elec-
tronic device generally requires its own power source and 
needs to be managed individually. The diversity of battery 
sources, which must also be f requent ly charged or 
exchanged, has introduced complications for users. 
Providing a common power source may help users to 
manage electric devices because they are passive, with no 
power source of their own. Intentiō is a novel concept for 
augmenting human to  handle electronic devices with 
power distribution, where the electric devices can passive-
ly exist without wiring or power sources.

I

-

Application for Multiple Users Activating Electronic Devices



[ 発表業績 |Publications]
- 暦本純一（東大／ Sony CSL）, 浦垣啓志郎（東工大）, 山田献二朗（名大）, Behind-the-Mask: 顔映像が取得可能な頭部搭載型ディスプレイ , 日本ソフトウェア科学会インタ
ラクティブシステムとソフトウェア研究会 (WISS 2016), 2016.

Behind-the-Mask
A Face-Through Head-Mounted Display

      ァーチャルリアリティ(VR)で標準的に使われている頭部
搭載ディスプレイ(HMD) は、装着者の顔を隠してしまう。こ
のため、VR 空間を介した他人とのコミュニケーションや、サ
ロゲートロボットへの接続などの場合に、装着者本人は映像
を見ることができるが、装着者自身の顔を見ることができな
い。この問題を解決するため、本研究では赤外線反射ミラー
を利用した光学系により HMD 装着中の利用者の顔を再現す
る機構を提案する。表情形成に重要な目周辺と口周辺の映
像を取得し、それを利用者の頭部三次元モデルと結合する。
この機構は従来の HMD に装着することも可能であり、視線
や表情の認識にも使用でき、多くの VR アプリケーションに
適用可能である。

ヴ

     head-mounted display (HMD), which is common in 
virtual reality (VR) systems, normally hides the user's face. 
To address t h i s  i s sue,  we p ropose the no t i on o f  
“Face-through HMD” and present a face-capturing HMD 
configuration called “Behind-the-Mask” with IR cut filters 
and side cameras that can be attached to existing HMDs. 
By merging a pre-scanned 3D face model of the user with 
the face image obtained from our HMD, the 3D face model 
of the user with eyes and mouth movement can be recon-
structed. We consider that our proposed HMD can be used 
in many VR applications.

A



[ 発表業績 |Publications]
- Takashi Miyaki, Jun Rekimoto. LiDARMAN: reprogramming reality with egocentric laser depth scanning, SIGGRAPH ’ 16: ACM SIGGRAPH 2016 Emerging Technologies.

LiDARMAN
Re-programming Reality with Egocentric Laser Depth Scanning

    iDARMAN は人間の視覚情報を差し替えることで、現実
感を再プログラムすることを可能にする。視覚心理学の実験
によれば、私たちが「現実」だと感じているものは主観的な
体験でしかなく、人間は作為的に変化を加えられた感覚刺激
に、無意識のうちに適応する能力がある。本研究では代替視
覚に自動運転車両などでも利用される LiDAR で取得した情
報を用いることで、周囲の状況を三次元再構築し、体外離脱
視点を生成することを可能にした。現在このプロトタイプシス
テムを利用して、一人称・三人称・俯瞰視点など、視点位置
のリアルタイム変化が人間の行動に与える影響の要因をさぐっ
ている。この技術は未来のナビゲーション・セキュリティ・
遠隔共同作業などに応用可能である。

L

     iDARMAN enables us to re-program reality by substitut-
ing visual perception. According to several studies in 
psychology, our construction of reality is only a subjective 
experience, and we have an ability to adapt the modified 
perception unconsciously. As we use a Light Detection 
And Ranging (LiDAR) sensor to provide altered vision, the 
system can provide a novel 3D reconstructed view from 
outside of the body. We explore factors that affect the 
behavior of the user with the out-of-body vision using a 
prototype of our proposed system LiDARman. Three differ-
ent view representations  are investigated to explore 
potential applications such like navigation, security, or 
remote collaboration.

L



[ 発表業績 |Publications]
-  “Running Gate” スポーツ博覧会東京 2015 ( 主催：公益財団法人東京都スポーツ文化事業団 ) 駒沢オリンピック公園会場 [ 体験展示 ]

Running Gate
3D Bosy Motion Analysis with Multiple Depth Sensors

    unning Gate は非接触・非装着型のスポーツ向け身体運
動計測技術である。従来のモーションキャプチャシステムの
ように、利用者が赤外線反射マーカーやウェアラブルセンサ
を装着する必要がなく、日常生活やスポーツ動作の記録・解
析に利用することが可能である。このため、将来の遠隔作業・
トレーニング・ヘルスケアのための基盤技術となりうる。複
数の深度画像センサーによる、多視点三次元センシング技術
を利用することにより、撮影したデータから身長や体格、さ
らには運動時の歩幅（ストライド長）・ピッチ・重心移動・
足運びなどの値を算出し、動作の特徴を解析したり、他者や
過去の自分とのデータと比較したりすることが可能となる。
現在、実証実験を通じて取得データの提示・蓄積・利活用
にむけた研究を行っている。

R

     unning Gate is a non-contact and non-attached 3D 
scanning infrastructure designed for capturing body move-
ment during sports activities. The system can be used for 
form analysis of running under open environment , 
because the system does not require infra-red markers or 
wearable sensors that are used for conventional motion 
capture systems. Using multiple depth cameras and 3D 
sensing technologies, Running Gate estimates biome-
chanical characteristics (e.g. body height, stride length, or 
pitch) for providing analytical feedback for beginners. Now 
we are working on data analysis, visualisation, and utilisa-
tion of the sports big data through real world deployment 
of this technologies.

R



[ 発表業績 |Publications ]
- Ryohei Komiyama, Takashi Miyaki and Jun Rekimoto. JackIn Space: Designing a Seamless Transition Between First and Third Person View for Effective 
Telepresence Collaborations, Augmented Human 2017
- 小宮山凌平，味八木崇，暦本純一．JackIn Space：一人称・三人称映像間の連続的な遷移を可能にするテレプレゼンスシステム．情報処理学会インタラクション 2016．

JackIn Space
Seamless Transition Between First and Third Person's View

　　来のテレプレゼンスシステムを用いた遠隔共同作業には、
利用者がある特定の視点からの一人称映像しか利用できず、
遠隔作業現場の状況を把握しづらいという問題があった。そ
の解決手段として、一人称映像と三人称映像間を自由に移行
できる枠組み JackIn Space 提案する。遠隔作業者 ( サロ
ゲート ) の頭部に取り付けた広角一人称カメラと遠隔環境に
取り付けた複数のデプスセンサを利用することで、一人称映
像からなめらかに体外離脱視点である三人称映像へと遷移す
ることを可能にし、サロゲートとつながった利用者は仮想的
に現場周囲の環境を見回すことができる。また、利用者は遠
隔環境にいる別のサロゲートの一人称映像にも入り込むこと
が可能で、環境を別の視点からも観測することができる。

従

    raditional telepresence systems only supported first 
person's view and users had difficulty in recognizing the 
surrounding situation. The JackIn Space concept address-
es this problem by seamlessly integrating the first person's 
view with the third person's view. With a head-mounted 
first person camera and multiple depth sensors installed in 
the environment, the surrogate user's first person's view 
smoothly changes to the out-of-body third person's view, 
and the user who connects to the surrogate user can virtu-
ally look around the environment. The user can also dive 
into the other remote user's first person's view to look at 
the environment from the different perspective.

T



[ 発表業績 |Publications ]
- Azusa Kadomura, Akira Matsuda, Jun Rekimoto. CASPER: A Haptic Enhanced Telepresence Exercise System for Elderly People. ACM AH2016.
- 門村亜珠沙，松田暁，暦本純一．CASPER：高齢者のための空気砲を用いた遠隔エクササイズシステム．情報処理学会インタラクション 2016.

CASPER
A Haptic Enhanced Remote Exercise System for Elderly People

　　齢者のためのエクササイズの必要性と重要性は広く認識
されているが、高齢者の数が著しく増加しているのに対して、
熟練した専門性の高いインストラクタが不足していることが問
題になっている。このような状況を解決する手段のひとつとし
て、遠隔エクササイズシステムが挙げられる。そこで本研究
では、自分の鏡面映像に遠隔地にいる相手が映り込む鏡面
インタフェースを用いた遠隔エクササイズシステム：
CASPERを提案する。さらに、CASPERは、遠隔におけるユー
ザ同士のインタラクションを補助するために、身体の動きと
連動する空気砲型の触覚フィードバックデバイスを備えてい
る。実際のエクササイズプログラムを参考に、CASPER の
特徴を活かしたエクササイズアプリケーションも実装した。

高

     lthough the necessity and importance of exercise 
supports for elderly people are largely recognized, lacking 
of skilled and adequate instructors often limits such activi-
ties physically. Remote exercise systems can be a solution 
for this problem because these systems may be able to 
support exercise activities even when instructors and 
participants are separated. We then develop a remote 
exerc ise system, ca l led CASPER, by proposing a 
mirror-like image composition method, which all the partic-
ipants besides the instructor are shown on the same 
screen. We also introduce an aerial haptic device to send 
remotely tactile feedback for enhancing more sensations.

A



[ 発表業績 |Publications ]
- 永井翔平 , 笠原俊一，暦本純一． 全周囲映像を用いたヒューマンテレプレゼンスのための体験共有システム , 情報処理学会 インタラクション 2015.
- Shunichi Kasahara, Shohei Nagai, Jun Rekimoto. First Person Omnidirectional Video: System Design and Implications for Immersive Experience. ACM TVX2015. 
- Shunichi Kasahara, Jun Rekimoto. JackIn Head: Immersive Visual Telepresence System with Omnidirectional Wearable Camera for Remote Collaboration. ACM VRST2015.

JackIn Head
Immersive Experience Sharing with 360 degrees Head-mounted Cameras

   ackIn Head は、 “ 人へのテレプレゼンス ” のための 360
度全周囲を撮影・伝送可能なウェアラブルカメラによる体験
伝送システムである。音声通話に加え、装着者の全周囲映像
をスタビライズして他者にリアルタイム伝送することで、他者
がその全周囲映像をヘッドトラッキング HMDやスクリーンで
自由に見回して観測し、装着者とのコミュニケーションするこ
とができる。
このシステムにより、旅行の同時体験や料理のアシスタント
から、特殊体験のリアルタイム配信や、スポーツ観戦のエン
ターテイメント、プロフェッショナルトレーニングや、専門知
識を要する災害や医療協調作業などのアプリケーションが可
能になると考えてる。

J

   ackIn Head is an immersive experience transmission 
architecture with a wearable omnidirectional camera for 
“Human to Human Telepresence”. In JackIn Head, the first 
person wears a JackIn Head gear with an omnidirectional 
camera and the omnidirectional video are stabilized to 
decouple ego-motion and transmitted to others. Other 
persons can virtually look around the immersive visual 
experience with his or her own head motion with HMD.
JackIn Head has broad applications including entertain-
ment and content distribution (i.e., the audience can share 
the view from professional sports player), communication 
such as virtually traveling, and teaching or training.

J



[ 発表業績 |Publications ]
- Kana Misawa, Jun Rekimoto. ChameleonMask: Embodied Physical and Social Telepresence using Human Surrogates. ACM CHI EA2015.
- Kana Misawa, Jun Rekimoto. Wearing Another’s Personality: A Human-Surrogate System with a Telepresence Face. IEEE ISWC2015.
- Kana Misawa, Jun Rekimoto. ChameleonMask: A Human Surrogate System with a Telepresence Face. ACM Siggraph Asia2015 (Emerging Technologies).
- 三澤加奈，暦本純一 . ChameleonMask:人の存在感を提示する仮面型テレプレゼンスシステム，日本ソフトウェア科学会 WISS2015.

ChameleonMask
A Human Surrogate System with a Telepresence Face

     hameleonMask は、遠隔ユーザの顔を表示したディス
プレイを代理人が着用し、社会的な存在感と身体的な存在
感の提示を目指す仮面型テレプレゼンスシステムである。多く
の既存研究は、遠隔ユーザの代理役として自律移動ロボット
を用いてきたが、本システムは “ひと”に着目した。代理人は、
遠隔ユーザの顔がリアルタイムでストリーミングされ、音声コ
ミュニケーションがとれる顔ディスプレイを着用する。代理人
は遠隔からの指示に従い、遠隔ユーザとして振る舞う。実験
から代理人が遠隔ユーザ本人とみなされる傾向にあった。ま
た代理人は遠隔ユーザの要望を満たしたいと考える傾向にあ
り、代理人になることに好意的だった。

C

      hameleonMask is a telepresence system that displays 
a remote user’ s face on another user’ s face. Whereas 
most telepresence systems are designed to provide the 
remote user’ s existence via a teleoperated robot, the 
system uses a real human as a surrogat. This is accom-
plished by the surrogate user wearing a mask-shaped 
display that shows the remote user’ s live face, and a voice 
channel transmitting the remote user’ s voice. The surro-
gate user mimics the remote user by following the remote 
user’ s directions. Our experiments showed the surrogate 
tended to be regarded as the actual person (i.e., the 
remote user). The surrogate also tended to fulfill the direc-
tor’ s requests and felt positive about being the surrogate. 

C
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[ 発表業績 |Publications ]
- Katsuya Fujii, Sophia Russo, Pattie Maes, Jun Rekimoto. MoveMe : Haptic Support for Learning a Musical Instrument. ACM ACE2015.

MoveMe
Haptic Support For a Musical Instrument

      oveMe は触覚フィードバックを利用した楽器演奏支援シ
ステムである。楽器演奏において、手や指先の動きは非常に
重要であるが、その習得には時間と努力が必要である。触覚
フィードバックを利用した手や指先の動きの補助には様々な
研究が存在するが、楽器習得へ応用している研究はあまり存
在しない。本システムにおいて、経験者は演奏時の手の動き
をシステムに保存し、学習者はそれを再生することで、経験
者の演奏を触覚情報として感じながらの学習が可能となる。
また二台をリモートに繋ぎ、経験者は学習者に触覚、聴覚情
報を利用したレッスンを与える事ができる。本研究では、最
も演奏が難しい楽器の一つとして知られるテルミンを用いて
実験を行った。

M

      oveMe provides three-dimensional haptic support for 
playing a musical instrument. Fine motor ski l ls l ike 
finger/hand manipulations are essential for playing musical 
instruments and these skills require a great amount of time 
and ef for t to acquire. We developed a system called 
“MoveMe” which guides a user’ s hands as if someone 
else was holding hands to help beginner play a musical 
instrument. With the system, an expert can pre-record 
his/her movements so that a beginner can play it back later 
as necessary. Alternatively, the system connects an expert 
and a beginner via two haptic robots and the expert can, in 
real time, guide and correct the beginner’ s movement.

M



[ 発表業績 |Publications ]
- 笠原 俊一 , 暦本 純一 . JackIn: 一人称視点と体外離脱視点を融合した人間－人間オーグメンテーションの枠組み . 情報処理学会 インタラクション 2014.
- Shunichi Kasahara, Jun Rekimoto. JackIn: Integrating First-Person View with Out-of-Body Vision Generation for Human-Human Augmentation. ACM AH2014.

JackIn Eye
Integrating First-Person View with Out-of-Body Vision Generation for Human-Human Augmentation

    ackIn は、人間が他の人間の環境に没入し、その状況や
体験を共有したり共同作業を行ったりする際のインタラクショ
ンの枠組みである。Body と呼ぶ、実環境にいる利用者の一
人称映像を遠隔地の利用者 (Ghost) が観測し状況を共有す
る。このようなインタフェースは、現場の作業を遠隔地の専
門家が支援したり、現地での体験を他の利用者に伝送する、
遠隔から作業者を誘導する、などの応用に適用できる。
JackIn Eye システムでは、Ghost が自由な視点で環境を観
測するために、一人称映像から画像認識により空間をモデリ
ングし、擬似的に一人称視点の外からの視点を可能にする「体
外離脱視点」と、Ghost が Body の視覚に介入するための
視覚化技法を実現している。

J

     ackIn is a new human-human interaction framework for 
inter-person communication. This allows human to “enters” 
into another human and share their experiences and com-
municate each other. In JackIn system, the first person 
(cal led Body) wears a head mounted camera and a 
see-through glass, and the first person video is transmit-
ted to others.Other person (called Ghost) can observe 
what Body is watching, with wider spatially registered view 
(Out-of-Body view) constructed by image recognition.
Applications includes remote assistance or guidance, 
shopping navigation, education in fabrication, and sharing 
experience with sports and live events, and this arise the 
exploration of human augmenting human.

J



[ 発表業績 |Publications ]
- Kei Nitta, Keita Higuchi, Jun Rekimoto. HoverBall : Augmented Sports with a Flying Ball. ACM AH 2014.

HoverBall
Augmenting Sports with a Programmable Flying Ball

    overBall は飛翔能力や運動法則が自由にプログラム可能
な未来のスポーツ用のボールである。様々な球技が存在し、
物理法則に従って「投げる」「蹴る」「打つ」などボールを扱
う基本語法が確立されている。しかし、能力差の大きいプレ
イヤー間ではプレイが成立しないなどの問題があった。ボー
ルの運動法則をプログラムすることで、プレイヤー間の能力
差を緩和する動きを定義し、従来の球技にはないボールの取
り扱い語法、近接・反重力などを取り入れて新しいボールゲー
ムをデザインすることができる。このようにしてプログラムさ
れた運動法則を Imaginary Dynamicsと呼び、情報技術に
よるスポーツゲームを進化させる基本原理と位置づけている。

H

     overBall is a ball for the future sports that can be freely 
programmed its f light ability and laws of motion. Basic 
usages to treat a ball, as existed in various ball games, 
such as kicking, throwing or hit t ing are established, 
depending on the laws of physics. However, players 
cannot enjoy games when there is a substantial ability 
dif ference among them. With HoverBall technology, 
behaviors of a ball can be re-programmed by spor ts 
designers, and new ball-playing vocabularies, such as 
hovering, anti-gravity, proximity, or remote manipulation, 
can be introduced to extend the way people interact with 
balls. We name such programmability “Imaginary Dynam-
ics”, and consider it is a basic principle when applying 
information technology to enhance sports games. 

H



[ 発表業績 |Publications ]
- Shogo Yamashita, Xinlei Zhang, Takashi Miyaki, Shunichi Suwa and Jun Rekimoto, Visualizing Water Flows with Transparent Tracer Particles for a Surround-Screen Swimming 
Pool, Augmented Human 2017
- Shogo Yamashita, Xinlei Zhang, Takashi Miyaki, Jun Rekimoto, AquaCAVE: An Underwater Immersive Projection System for Enhancing the Swimming Experience, ICAT-EGVE 
2016

AquaCAVE
A System for Enhancing the Swimming Experience

    quaCAVE は水泳体験を拡張するためのシステムである。
プールでの水泳練習は単調な運動の反復に終止することが多
くモチベーションを維持することが難しい。本システムはプー
ル水槽の各壁をリアプロジェクションスクリーンとし、泳者を
取り巻く映像環境を生成する。泳者は液晶シャッターグラス
による水中メガネを装着し、泳者の頭部位置はプール内の赤
外線カメラにより追跡される。この結果、泳者の頭部位置に
追従した高視野立体映像の投影が可能になる。珊瑚礁や宇
宙空間などによる臨場感水泳や、スイミングフォームや記録
線の投影などによる水泳練習支援が可能になる。

A

     quaCAVE is a system to enhance the swimming experi-
ence. As swimming practice in a pool of ten requires 
monotonous repetition, maintaining its motivation is some-
times difficult. This system uses rear-projection acrylic 
walls that surround a swimmer.  The swimmer wears a 
goggle with LCD shutter glasses, and a pair of infrared 
cameras installed in the pool tracks the swimmer’ s head 
position. This configuration enables a CAVE-like immer-
sive stereoscopic projection environment. Swimmers can 
be immersed into synthetic scenes, such as coral reefs 
and outer space. The system can also provide swimming 
training with projections such as record lines or swimming 
forms.

A

IR Cam



[ 発表業績 |Publications ]
- Yoichi Ochiai, Takayuki Hoshi, Jun Rekimoto. Pixie Dust: Graphics Generated by Levitated and Animated Objects in Computational Acoustic-Potential Field. ACM SIGGRAPH2014.

Pixie Dust
Graphic generated by levitated and animated objects

    ixie Dust は物質を駆動するコンピュータグラフィックス
(CG)システムである。一般的にCG を用いることで計算機上
のデータとして形状、動作、質感などを計算し、仮想物体をディ
スプ レイ上に可視化することができる。CGの操作性は実世
界の事物に比べ自由であり、可逆性をもち、変更が用意であ
る。本研究では CGにおける仮想物体の操作性を実世界の物
体に持たせるような実世界グラフィクスという手法を提案す
る。その実装として計算機による時空間的なポテンシャル場 
(Computational Potential Field)の制御を提案する。計算
機ポテンシャル場の制御により自らアクチュエータを持たない
物体を制御し、空中にとどめ、その三次元位置を操作するこ
とで、CGのように実物体を制御し、そのアニメーションや分
布によって描画行為を可能にする手法を提案する。 

P

    ixie Dust is a novel graphics system which is based on 
expansion of 3D-acoustic-manipulation technology. In the 
conventional study of acoustic levitation, small objects are 
trapped in the acoustic beams of standing waves. Here, 
this method is expanded by changing the distribution of the 
acoustic-potential field (APF), which generates the graph-
ics using levitated small objects. The system makes avail-
able many expressions, such as expression by materials 
and nondigi tal appearance. To discuss the var ious 
non-contact manipulat ion technologies in a unif ied 
manner, the paper introduces a concept called computa-
tional potential field (CPF). 

P



[ 発表業績 |Publications ]
- 簗瀬洋平，笠原俊一，新田慧，伊藤周，樋口啓太，暦本純一 . StratoJump：成層圏気球飛行全天球映像を用いた超跳躍体験 . WISS2014.

StratoJump
Exploring the experience of jumping to the stratosphere 

    tratoJump は宇宙空間に達する超高度ジャンプを疑似体
験するインスタレーションである。参加者は頭部搭載ディス
プレイを装着し、地表から成層圏レベルの高度までの全周囲
ジャンプシーンに没入できる。跳躍効果と頭部動作がリンク
しているので、あたかも実際にその高度までジャンプしたか
のような体験ができる。利用している全周囲映像は、
32,000m の高度まで上昇するヘリウムガス気球に懸架され
た６個の広角カメラによって収録し、スタビライズ処理を施し
たものである。

S

     tratoJump is an installation that explores the experi-
ence of high altitude jumping toward the edge of space. A 
participant wearing a head-mounted display is surrounded 
by the scene from the ground level to the height of the 
stratosphere. As jumping effect is linked to the partici-
pant's head motion, the participant can feel as if he/she 
were actually jumping to that alt itude. The spherical 
360-degree video was recorded by a combination of 
6-wide angle cameras lifted by a helium-filled balloon that 
reached a height of 32,000m, and post-processed with 
video stabilization.

S



[ 発表業績 |Publications ]
- Keita Higuchi, Jun Rekimoto. Flying Head: A Head Motion Synchronization Mechanism for Unmanned Aerial Vehicle Control. ACM CHI2013 (alt.chi).
- 樋口啓太，暦本純一 . Flying Head: 頭部動作との同期による無人航空機の操作メカニズム，インタラクション 2013.
- Keita Higuchi, Jun Rekimoto. Flying Head: Head-synchronized Unmanned Aerial Vehicle Control for Flying Telepresence. ACM Siggraph Asia2012.
  (Emerging Technologies).

Flying Head 
A Head Motion Synchronization Mechanism for Unmanned Aerial Vehicle Control

    lying Head は人間の頭部動作と無人航空機（UAV）を
同期する操作メカニズムである。UAV は遠隔操作型ロボット
の一種であり、災害地の監視や映像コンテンツ撮影などの分
野で運用されている。UAV を制御するためには複数の制御
パラメータを同時に入力する必要がある。これまでの代表的
なUAVの操作デバイスに、R/Cプロポーショナルシステムや
ジョイスティックがあるが。複数のレバーやボタンを使用して
機体を制御しなければならないため、正確な操作には長期の
訓練が必要である。本研究ではUAV制御の入力操作として、
人間の歩く、屈むといった身体動作を採用した。身体動作を
利用することにより、前後左右への移動や回転といった制御
パラメータを並列的に決定することができる。

F

    lying head is an unmanned aerial vehicle (UAV) control 
mechanism, which synchronizes a human head and the 
UAV motions. The accurate manipulation of UAVs is 
difficult as their control typically involves hand-operated 
devices. We can incorporate the UAV control using human 
motions such as walking, looking around and crouching. 
The system synchronizes the operator and UAV positions 
in terms of the horizontal and vertical positions and the 
yaw orientation. The operator can use the UAV more intui-
tively as such manipulations are more in accord with 
kinesthetic. Base on this mechanism, we will develop 
f ly ing telepresence appl icat ions such as captur ing 
platform, tele-operation, and sport training. 

F



[ 発表業績 |Publications ]
- Junya Tominaga, Kensaku Kawauchi, Jun Rekimoto. Around Me: A System with an Escort Robot Providing a Sports Player’s Self-Images. ACM AH2014.

Around Me
A movable robot to provide an out of body viewpoint

    round Me は、利用者の周囲に居続け体外離脱視点を提
供するロボットであり、移動性を持つボディと、カメラ、ディ
スプレイから構成される。画像情報によりロボット自身の位
置を判断し、利用者との適切な位置関係を維持し続ける。ま
た、カメラから得た利用者の映像をディスプレイを介して利
用者に提示する。人は自分の姿を見ることができないため、
自身の修正すべき点を認識しづらく、他者から指摘されない
限りは意識に上がらないことが多い。Around Me は、利用
者の活動に伴って移動し、第三者視点を提示することで有効
なフィードバックを返すことができる。リハビリテーションや
スポーツトレーニングにおいて自分の姿勢を把握できないと
いう課題を、Around Meが伴歩し側面からの姿を視覚化し、
本来取るべき姿勢との差分が明らかにすることで解決する。

A

    round Me provides self images through a display 
attached to an escort robot that runs in front of the user. 
This system captures the user’ s posture from the front 
using the camera attached and recognizes his/her position 
relative to the robot so that the user’ s movements and 
that of the robot 's are synchronized. Because people 
cannot see themselves, it is difficult for one to identify their 
posture problems without the help of others. By escorting 
user's activity and providing third-person view, Around Me 
gives visual feedbacks on how to improve their posture. 
This feature can also be used in rehabilitation and sports 
training by providing self images and the ideal form.

A



[ 発表業績 |Publications ]
- Kensaku Kawauchi, Jun Rekimoto, Quantized Reality: Automatic Fine-Grained Spherical Images Acquisition for Space Re-Construction, ACM VRCAI2014.

Quantized Reality
Reconstructing Real Environments in 3D using Light Field Rendering

     uantized Reality は向いている方向や高さを含めて自由
な視点を再現できる手法である。再現には光線空間を用いる
ことで、今までの形状を推定して 3 次元モデルを構築する手
法では再現できなかった透明素材や鏡面反射する素材の再
現が可能になる。しかし、複数のカメラを 2 次元に配置して
光線を記録する既存手法では撮影地点で受光可能な光を記
録することができず、3 次元空間を再構成することができな
い。そこで、本研究ではロボットを用いて 3 次元で綿密に全
球画像を取得した。全球画像を用いることで、撮影地点を通
過するすべての光を記録することが可能であるので、ロボット
で走破した空間は 3 次元の自由な位置で自由な方向角度の
視点を再現することが可能である。

Q

      uantized Reality is a method to reconstruct real world 
environments in 3D using light field rendering. Light field 
rendering estimates incident light on the place where the 
view is reproduced, using collected images in an operating 
area. Whereas geometric base method cannot detect 
objects such as transparent and specular reflection, light 
field rendering can do. However, previous researches on 
light space acquisition were use a 2D array of cameras, so 
that the viewing position of the obtained light field is still 
limited. Quantized Reality constructs of light field using 
movable robot and spherical cameras. Our system can 
collect light ray information in 3D, and also express com-
plete view angle.

Q



[ 発表業績 |Publications ]
- Ayaka Sato, Jun Rekimoto. Designable sports field: sport design by a human in accordance with the physical status of the player. ACM AH2015.

Designable Sports Field
A sports environment in accordance with physical status

     esignable Sports Field は、「デザイナー」がプレイヤー
の身体状態に合わせてスポーツ空間をデザインするスポーツ
ゲームシステムである。デザイナーは、プレイヤーの心拍が
適正範囲内に収まるようにタブレット上で敵オブジェクトを動
かす、加点アイテムを配置するといった操作を行う。プレイ
ヤーは、身体を動かして敵から逃げたり、加点アイテムを取っ
たりすることで点数を稼ぐことができる。互いに異なるゴール
を持ちながらも、協力し合うことで自然とプレイヤーの運動
強度に合ったスポーツ環境を構築することができる。

D

     esignable Sports Field (DSF) is an environment where 
a “designer” designs a sport field in accordance with the 
physical intensity of a player. Sports motivate players by 
competing and interacting with teammates. However, the 
rules are fixed; thus, people who lack experience or physi-
cal strength cannot enjoy playing. In addition, the levels of 
players should preferably match. On the other hand, in 
coaching, a coach trains the players according to their 
skills. However, to be a coach requires considerable expe-
rience and expertise. In our presented DSF system, the 
designer and the player play a game toward dif ferent 
goals. The designer designs a sports field according to the 
player's heart rate in real time. Thus, the player can play a 
physical game that matches his/her physical intensity.

D
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[ 発表業績 |Publications ]
※本研究の一部は「独立行政法人情報処理推進機構 2011 年度未踏 IT 人材発掘・育成事業」に係る委託業務による
- Yu Ukai, Jun Rekimoto. Swimoid: A Swim Support System using An Underwater Buddy Robot. ACM AH2013.
- Yu Ukai, Jun Rekimoto. Swimoid: A Swim Support System using An Underwater Buddy Robot. HRI2013 Late Breaking Report & Video.
- 鵜飼佑 ,  暦本純一 . Swimoid: 伴泳ロボットを用いた水泳支援システム . WISS2012.

Swimoid
A swim support system using an underwater buddy robot

    wimoid は、スイマーに追従して水中を航行する「伴泳ロ
ボット」を用いた水泳支援システムである。Swimoid の伴泳
ロボットは、前後に搭載された 2 台のカメラや、上部に搭載
されたディスプレイを用いることでスイマーの真下を伴泳し、
様々な情報の提示を行うことができる。Swimoid は、2 種
類の機能によりスイマーの支援を行う。一つは、泳いでいる
自分のフォームをリアルタイムに見ながら水泳を行う「セルフ
アウェアネス支援機能」である。もう一つが、プールサイド
にいるコーチが画面上に絵を描く事で水中のスイマーの指示
を出すことができる「コーチング機能」である。さらに我々は、
初心者を水に慣れさせるために、タッチインタラクションを
用いたゲーム機能を実装した。

S

     wimoid is a swim support system using an underwater 
buddy robot. The buddy robot has an ability to follow 
directly under the swimmer, and present information to the 
swimmer by the use of two cameras mounted on the front 
and rear of the robot and a display mounted over the main 
body. Swimoid can augment the swimmers ability in two 
dif ferent ways; self-awareness and coaching. First, 
Swimoid enables swimmers to recognize their swimming 
form in real time. Secondly, Swimoid could allow coaches 
on the pool side to give instructions to the swimmer. More-
over, we implemented a game function to get familiar with 
water using the touch interaction. 

S
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[ 発表業績 |Publications ]
- Jun Rekimoto. Traxion: A Tactile Interaction Device with Virtual Force Sensation. ACM UIST2013.
- 暦本 純一 . Traxion: 仮想力覚提示デバイス . 日本ソフトウェア科学会インタラクティブシステムとソフトウェアに関する研究会（WISS2013).

Traxion
A Tactile Interaction Device with Virtual Force Sensation

    raxion は、人間の振動刺激とその知覚の非線形な関係に
基づき、保持しているだけで押したり引いたりといった「力」
を感じさせるタクタイルフィードバック装置である。サイズや
重量が非常にコンパクトで、力覚提示方向を迅速に変更する
ことが可能である。仮想力覚の強さを評価するために、現実
の錘と仮想力覚を比較する評価実験を行い、このアクチュ
エータが約 30g の仮想力覚を作り出していることが判明し
た。本研究は多様な場面でインタラクティブシステム、たと
えば歩行者ナビゲーションや空中に力覚場を作り出す入力装
置などに応用することができる。

T

    raxion is a new mechanism to induce a vir tual force 
based on human illusory sensations. An asymmetric signal 
is applied to a tactile actuator consisting of an electromag-
netic coil, a metal weight, and a spring, such that the user 
feels that the device is being pulled or pushed in a particu-
lar direction, although it is not supported by any mechani-
cal connection to other objects or the ground. This tech-
nology allows the device to be implemented in several 
novel interactive applications, such as a pedestrian navi-
gation system that includes a finger-mounted tactile device 
or an untethered input device that features virtual force. 
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With virtual force

Traxion device
Without virtual force



[ 発表業績 |Publications ]
- Kana Misawa, Yoshio Ishiguro, Jun Rekimoto. Ma petite chérie : What are you looking at? A Small Telepresence System to Support Remote Collaborative 
Work for Intimate Communication, ACM AH2012.
- 三澤 加奈 , 石黒 祥生 , 暦本 純一 , LiveMask : 立体顔形状ディスプレイを用いたテレプレゼンスシステムにおけるコミュニケーションの評価 , インタラクション 2012.

LiveMask
A telepresence surrogate system with a face-shaped screen for supporting nonverbal
communication

    iveMask は遠隔地のコミュニケーションを支援するテレプ
レゼンスシステムである。遠隔話者の顔をトラッキングして頭
部運動と顔領域を抽出し、遠隔話者本人と完全に同じ形状の
顔スクリーンに本人の顔映像を投影する。また、遠隔話者の
頭部運動に応じて三軸で動く機構を持ち、頭部の仕草を伝達
する。顔スクリーンの立体形状を利用すると、特に2Dスクリー
ンでは伝達できなかった遠隔話者の視線方向の伝達が可能
になる。2D スクリーンで起こるどこから見ても画中の人物と
視線が合う現象である Mona Lisa Effect を解消することが
可能である。

L

    iveMask is a telepresence system for supporting com-
munication in remote. The system tracks the remote 
user’ s face and extracts the head motion and the face 
image. The face-shaped screen is made from the mold of 
an actual human face. Also, the system moves along three 
degree-of-freedom (DOF) by reflecting the user’ s head 
gestures. The system can accurately convey the user’ s 
non-verbal communication, in particular the user’ s gaze 
direction in the 3D space that is not correctly transmitted 
by using a 2D screen. The face-shaped screen improves 
the Mona Lisa effect that we feel eye contact at any angle.

L



[ 発表業績 |Publications ]
- Jun Rekimoto. Squama: modular visibility control of walls and windows for programmable physical architectures. ACM AVI 2012.
- Jun Rekimoto. Squama: a programmable window and wall for future physical architectures. ACM UbiComp 2012.

Squama
Modular Visibility Control for Programmable Physical Architectures

    quama は、透過性を部分的に変更可能な「窓」あるい
は「壁」のプロトタイプである。近未来の建築空間は利用者
の必要に応じて物理的な性質を動的に変化させ制御できるよ
うになる、つまり物理空間はプログラム可能になる、という
発想に基づいた建築要素である。部分的な透過性の制御に
より、従来相反する要求であった開放性とプライバシーの確
保を両立させることができる。また、プログラマブルな影
(programmable shadows) と呼ぶ、太陽の移動にともなっ
て変化する不透明領域により、屋内の一部に影領域を設定し
て採光性と居住性を両立させる。

S

     quama is a programmable physical window/wall that 
can independently control visibility of its elemental small 
square modules. This is an example of programmable 
physical architecture where the physical feature of archi-
tectural e lements and facades can be dynamical ly 
changed and reprogrammed according to the people's 
needs. Squama dynamically controls its transparency and 
simultaneously satisfies openness and privacy when it is 
used as a wall. It can also control sunlight and shadows, 
which we call programmable shadows, to create more 
comfortable space without completely hiding outer view. In 
this project we explore how architectural space can be 
designed with dynamically changeable material.

S



[発表業績 |Publications ]
- Koh Sueda, Takashi Miyaki, Jun Rekimoto. Social Geoscape: Visualizing an Image of the City for Mobile UI Using User Generated Geo-tagged Objects. EAI MobiQuitous2011.

Social Geoscape
Visualizing an Image of the City Using User Generated Geo-tagged Objects     

    ocial Geoscape はインターネット上の緯度経度情報付き
の大量の写真とそのタグを実世界での集合知とみなし、それ
を集積・解析することで、人々の主観的な感覚に合致したリ
バースジオコーディングを自動的に行う、ユーザの空間意識
の可視化システムである。現状のリバースジオコーディングで
は行政的な地番に基づいて変換を行うため、モバイルアプリ
ケーションを利用する利用者の主観的な空間意識とは必ずし
も一致しない ( たとえば「表参道」「ハチ公前」のような表
現は地番ではないため利用不可能だった )。ユーザは Social 
Geoscape が構築する実世界集合知を用いることで、都市
生活者の空間イメージが反映された、地理情報を利用するこ
とができる。

S

     ocial Geoscape provides highly descriptive geographi-
cal information to mobile users. A traditional reverse-geoc-
oding database system provides locative information 
based on administrative labeling, but people often do not 
recognize locations or their surrounding environs from 
street addresses alone. To address this problem with loca-
tion recognition, we have created Social Geoscape, a 
reverse geocoding system that enhances locative data 
with user-generated information and provides assistance 
through a mobile interface.

S



[ 発表業績 | Publications ]
Keita Higuchi, Yoshio Ishiguro, Jun Rekimoto. Flying Eyes: Free-Space Content Creation Using Autonomous Aerial Vehicles. ACM CHI2011 (alt.chi). 
Keita Higuchi, Tetsuro Shimada, Jun Rekimoto.  Flying Sports Assistant: External Visual Imagery Representation for Sports Training. ACM AH2011. 

Flying Eyes 
Free-Space Content Creation Using Autonomous Aerial Vehicles

　 lying Eyes は自律飛行ヘリコプターによる空中自由視点
でのコンテンツ撮影を実現する。小型無人ヘリコプターを撮
影プラットフォームにすることで、より容易に利用できる空間
的制約に縛られないカメラワークが実現可能になる。提案シ
ステムは、撮影用ヘリコプターと自律撮影機能、カメラワー
ク指示を出すためのユーザインタフェースから構成される。
撮影対象である人間との位置関係を計測しながら追跡する無
人ヘリコプターの自律飛行を実現し、撮影者がおおまかなカ
メラワークを指示することで自動的にカメラパスを計算する。

F

    lyingEyes realizes free-space camerawork and content 
creation using autonomous aerial vehicles. Recently, 
highly effective 3D-camerawork techniques have been 
developed for creating 3D-computer games, sports broad-
casting, and special effects of motion pictures. For such 
purpose, wire or mechanically controlled camera systems 
are normally used, but because of their huge and expen-
sive infrastructures, application area is still limited. Our 
proposed system consists of a computer-controlled quad-
copter, an automatic human tracking system based on 
computer vision, and a user interface for suggesting cam-
erawork. By receiving a general command from the opera-
tor. This system can also be used for other purposes, such 
as a flying sports assistant.

F



[ 発表業績 |Publications ]
- Hitomi Tsujita, Jun Rekimoto. HappinessCounter: Smile-Encouraging Appliance to Increase Positive Mood. ACM CHI2011.
-辻田眸，暦本純一 . 笑顔は人を幸せにするのか？笑顔促進支援システム . WISS2011.
- Hitomi Tsujita, Jun Rekimoto. Smiling Makes Us Happier: Enhancing Positive Mood and Communication with Smile-Encouraging Digital Appliances. ACM Ubicomp2011.

HappinessCounter
Smile-Encouraging Appliance to Increase Positive Mood

     appinessCounter は日常生活のなかで積極的に笑顔を
つくることを促進するシステムである。ウィリアム・ジェイム
ズの言説で、「人は幸福であるが故に笑うのではなく、笑う
が故に幸福である」という考え方がある。最近の研究でもこ
の見解を支持する知見が多く得られている。しかしながら孤
独な生活を送っている人やお年寄りにとって、その時の状態
や感情によっては、自ら感情状態を向上させることが難しい
ときもある。そこで笑顔を促進のために、ユーザが日常的に
行う作業の時に笑顔の形成を促し、フィードバックを与えた
り、ソーシャルネットワークサービスなどと連携させることで、
より積極的に笑顔形成を支援し、感情状態の向上を目指す。

H

     appinessCounter is a new digital appliance that natural-
ly encourages the act of smiling in our daily lives. As 
William James stated, and confirmed by several psycho-
logical studies, the act of smiling positively affects on our 
mental status - we become happier when we laugh. How-
ever for people living alone, it may sometimes be difficult 
to realize when they are in low spirits and do not have a 
smile on their faces.
Our HappinessCounter combines visual smile face recog-
nition, user feedback, and network communication and 
then the system makes it easy for users to smile and thus 
leads to happiness.

H



[ 発表業績 |Publications ]
- Yoshio Ishiguro, Adiyan Mujibiya, Takashi Miyaki and Jun Rekimoto. Aided Eyes: Eye Activity Sensing for Daily Life. ACM AH2010.
- Yoshio Ishiguro, Adiyan Mujibiya, Takashi Miyaki and Jun Rekimoto. Aided Eyes: Eye Activity Sensing for Daily Life. Pervasive 2010. 

Aided Eyes
Eye Activity Sensing for Daily Life

     ided Eyesは記録された大容量のライフログデータから、
視線情報を用いて、有意な情報を抽出するシステムである。
人間は日々の生活において、興味や関心の対象を無意識に注
視したり、心理状態が瞬目頻度などに現れることが知られて
おり、これらの運動を日常生活を阻害しない小型の眼球運動
計測装置を用いて記録する。このようにして記録されたデー
タを、近年活発に研究されているカメラなどを用いたライフ
ログデータからの情報抽出に利用する。会った人、読んだ文
字、興味の対象などの記録された過去の有意な情報を的確
に抽出、提示することで、人間の記憶の拡張に繋がると考え
る。

A

     ided Eyes extracts significant information from large 
scale lifelog data. Our eyes collect a considerable amount 
of information when we look at objects. In particular, eye 
movement allows us to gaze at an object and shows our 
level of interest in the object. In this research, we propose 
a method of measuring eye movement in real time for 
augmenting human memory. This method uses gaze-in-
dexed images captured by a video camera attached to the 
user ’ s glasses. We developed a prototype wearable 
device consisting of small phototransistors, infrared LEDs, 
and a video camera. It is small enough to be attached to 
the eyeglasses so that it does not hamper user's daily 
activities.

A



[ 発表業績 |Publications ]
- Emi Tamaki, Miyaki Takashi, Jun Rekimoto. PossessedHand: A Hand Gesture Manipulation System using Electrical Stimuli. ACM AH2010.
- 玉城絵美 , 味八木崇 , 暦本純一 . PossessedHand: 電気刺激を用いた人体手形状の直接制御システム . インタラクション 2010論文集 .
- Emi Tamaki, Takashi Miyaki, Jun Rekimoto. PossessedHand: Techniques for controlling human hands using electrical muscles stimuli. ACM CHI2011.

PossesedHand
Techniques for controlling human hands using electrical muscles stimuli

    ossessedHand は、腕の周囲に電気刺激を与えることに
よって手指の動きをコントロールするデバイスである。ベルト
内の 14 個の電極パッドを通じて腕にパルス電気刺激を与え
る。PossessedHand は、ユーザの日常生活を阻害しない
ように、100 × 70 × 80 mm と小さく設計されている。実
験では、手指の中の 16 関節をコントロール可能であること
が確認されている。この技術を用いることにより、手で行き
先を示してくれるナビゲーションシステム、バーチャル空間上
の物体を認識するためのフィードバックシステムや、ピアノや
琴の音楽演奏補助システムなど、ユーザの手の能力を拡張す
ることが可能である。

P

    ossessedHand is a device with a forearm belt, for 
controlling a user’ s hand by applying electrical stimulation 
to the muscles around the forearm of the user. The electri-
cal stimulation is generated by an electronic pulse genera-
tor and transmitted from 14 electrode pads. The dimen-
sions of PossessedHand are 100 × 70 × 80 mm, and the 
device is portable and suited for daily use. Our experi-
ments confirmed that PossessedHand can control the 
motion of 16 joints in the hand. We propose applications of 
PossessedHand, a navigation system, a feedback system 
for recognizing virtual object, and an assistant system to 
play musical instruments such as the piano and the koto.

P



[ 発表業績 |Publications ]
- Yoshiki Takeoka, Takashi Miyaki, Jun Rekimoto. Z-touch: An Infrastructure for 3D gesture interactions in the proximity of tabletop surfaces. ACM ITS 2010.

Z-touch
A multi-touch system for detecting spatial gestures near the tabletop

    -touch はユーザの３次元動作を含むハンドジェスチャを
認識可能なテーブルトップコンピュータシステムである。３段
に重ねられたラインレーザーの光面をカメラと同期させること
でユーザの手の動きや姿勢を認識し、指先の位置、指の傾き、
向き、姿勢、パネルから指先までの距離が検出可能である。
このことによって、より実世界に近いインタラクションが可能
になる。例えば、指先の傾きや向きに応じた３次元形状モデ
ルの変形、画面中のノブの回転操作など、「指先１つ」によ
る複数のパラメータの同時制御が実現可能である。

Z

     -touch is a multi-touch tabletop system that can detect 
spatial hand gestures near the tabletop sur face. For 
recognition, the system uses a combination of multilayered 
infrared (IR) laser planes and a high-speed camera. Illumi-
nation timings of the laser planes are synchronized with 
the high-speed camera, so that the camera can selectively 
capture images created by each laser plane. As a result, 
the system can measure spatial finger parameters, such 
as finger distance to the surface, angle, and orientation. 
Using these parameters, the system enables various 
spatial hand gestures for intuitive interaction.

Z



[ 発表業績 |Publications ]
- Kyoko Yonezawa, Masaru Naruoka, Takashi Miyaki, Jun Rekimoto. Cat@Log: Sensing Device Attachable to Pet Cats for Supporting Human-Pet Interaction. ACM ACE2009.
- Kyoko Yonezawa, Masaru Naruoka, Takashi Miyaki, Jun Rekimoto. Cat@Log: Cat Wearable Sensing for Supporting Human-Animal Interaction. IEEE Pervasive2010.

Cat@Log
Wearable Sensing for Enhancing Human-Animal interactions

    at@Log はペットコンピューティングのためのウェアラブ
ルデバイスで、力メラ・GPS・加速度センサー・Bluetooth 
無線モジュールなどから構成される。このデバイスは、動物
の行動に影響を与えないようにサイズ・重量・装着方針を検
討して設計されている。Cat@Log は猫の行動を認識し、
Bluetooth 無線送信によりリアルタイムでその上方をネット
ワークに伝達することができる。猫顔認識や行動分類などの
複数のアルゴリズムを統合し、Twitter などのネットサービス
と自動連携することが可能である。

 C

     at@Log (cat-a-log) is a device wearable by pets; this 
device consists of various sensing units such as a camera, 
a GPS, an accelerometer, and a Bluetooth module. For 
determining the design of Cat@Log, we considered 
parameters such as the device's form factor and the 
method of attachment so that this device can be attached 
to a pet without causing discomfort. Cat@Log can recog-
nize the experiences and activities of cats; the sensed 
information is transmitted in real time by using the Blue-
tooth module. We have integrated various recognition 
algorithms, including cat face detection and activity classi-
fica-tion, into the device. Such information is automatically 
connected to networking services such as Twitter. 

C



[ 発表業績 |Publications ]
- Kensaku Kawauchi,Takashi Miyaki, Jun Rekimoto. Directional Beaconing:A Robust WiFi Positioning Method Using Angle-of-Emission Information. LoCA2009.

Directional Beaconing
A Robust WiFi Positioning Method Using Angle-of-Emission Information

     irectional Beaconing は無線 LAN による位置推定手
法である。 従来、機器の位置推定には GPS が用いられてき
たが、屋内での使用が不可能、計測開始までに時間がかかる、
等の問題 があった。本研究で提 案する Directional 
Beaconing は、無線 LAN 位置認識方式を改良するもので、
指向性アンテナによって特定の方向に電波ビーコンを放射す
るアクセスポイント (AP) を利用する。放射する方位角をビー
コンに情報として埋め込むことで、従来方式と比較して少な
い AP でも位置推定することが可能になり、反射・吸収など
の環境要因に対する精度の低下を防いでいる。 

D

     irectional Beaconing is a WiFi-based posit ioning 
method. The existing WiFi-based positioning systems 
estimate locations using radio signal strength. However, 
positioning accuracy based on radio signal strength is 
affected by noise, reflection, and obstacles. While the 
existing methods require three or more access points 
(APs) to estimate locations, the proposed method requires 
fewer APs. The proposed method uses an AP with a 
revolving directional antenna. The AP emits beacon pack-
ets embedded with the angle-of-emission information of 
the directional antenna. Because the proposed method 
uses the angle information for estimating a location, the 
accuracy of the locations estimated by using this method is 
robust to various environments. 

D



[ 発表業績 |Publications ]
- Jun Rekimoto. SenseableRays: Opto-haptic Substitution for Touch-Enhanced Interactive Spaces. ACM CHI2009 (alt.chi).

SenseableRays
Opto-haptic Substitution for Touch-Enhanced Interactive Spaces

    enseableRays は触覚フィードバックデバイスで、空中に
放射された時間変調構造化光を指先に装着されたアクチュ
エータが触覚振動に変換する。他の触覚フィードバックシス
テムでは位置認識に複雑な機構を必要としたが、この技術で
は光を直接触覚に変動するというシンプルな機構によりシス
テムの反応速度が大幅に向上している。この技術は空間に触
覚フィードバックを必要とする各種のアプリケーションたとえ
ばナビゲーション、３次元インタラクティブスペース、スポー
ツ、手術支援などに利用可能である。

S

     enseableRays is a tactile feedback device that com-
bines time-modulated structured light emitted onto the 
workspace and a mobi le or f inger-mounted module 
consisting of a photo-detector with a tactile actuator. 
Unlike other tactile feedback systems, SenseableRays 
does not require any complicated mechanism for position 
sensing and tactile actuation. Instead, it directly converts 
time-modulated structured light into haptic sensations. By 
sensing the light with a photo-detector, users can experi-
ence the time-modulated light as haptic sensations. This 
system can easily add haptic feedback to a wide variety of 
applications, including surface computing systems and 3D 
interactive spaces.

S



[ 発表業績 |Publications ]
- Jun Rekimoto. From Folksonomy to Sensonomy: Convergence of Real World Activities and Online Space. IEEE SAINT2007 (keynote).
- 暦本純一 , 塩野崎敦 , 末吉隆彦 , 味八木崇 . PlaceEngine: 実世界集合知に基づくWiFi 位置情報基盤 . インターネットコンファレンス 2006.
- PlaceEngine サービスサイト： www.placeengine.com

PlaceEngine
WiFi Location Platform Based on Sensonomy

    laceEngine は無線 LAN による位置測位基盤である。無
線 LAN の普及を背景にWiFi アクセスポイントを利用した電
測情報によって位置認識を行う方式の実用性が増してきてい
る。 WiFi方式位置認識では、不特定の所有者が設置する膨
大な個数のアクセスポイントの位置を効率よく推定し、漸次
的に発生するアクセスポイントの追加・削除・位置移動など
に対処する必要がある。本研究ではインターネット上での情
報集約の考え方として注目される「集合知」の発想をセンシ
ングに適用し、エンドユーザによる検索要求などからデータ
ベース更新のための情報を抽出する機構を提案する。

P

    laceEngine is a WiFi-based location platform. While 
GPS only works in outdoor environments, PlaceEngine 
estimates locations both indoors and outdoors. The 
required time for sensing is typically less than 1s because 
this platform does not need “cold star t time,” which is 
required for GPS. We have also created an access point 
database that covers the major cities in Japan. This data-
base stores more than a million access points and their 
estimated locations. The access point locations are 
estimated and maintained by using the concept of “Sen-
sonomy,” where a significantly large real-world database is 
updated by combining various methods such as war 
driving, war walking, and end-user participation.

P



[ 発表業績 |Publications ]
- Jun Rekimoto. SmartSkin: An Infrastructure for Freehand Manipulation on Interactive Surfaces. ACM CHI2002.

SmartSkin
An infrastructure for multitouch freehand manipulations on interactive surfaces

    martSkin はインタラクティブサーフェスのためのセンシン
グ技術で、複数の指や手の形状を認識する。メッシュ状の電
極を面状に敷設し、網交点と人体との距離を静電容量変化に
よって計測する。各交点からの値を時分割計測することで、
複数の手の 2 次元位置とサーフェスからの距離を同時に判定
することが可能である。従来のテーブルトップシステムと異な
り、すべてのセンシング機構はテーブルに組込むことができ、
外部にカメラなどを設置する必要や外乱光の影響がない。

S

     martSkin project investigates novel sensor architecture 
for interactive surfaces that are sensitive to human hand 
and finger gestures. This sensor recognizes multiple hand 
posit ions and their shapes as well as calculates the 
distances between a user’s hands and an interactive 
surface by using capacitive sensing and a mesh-shaped 
antenna. In contrast to camera-based gesture recognition 
systems, in Smar tSkin, all sensing elements can be 
integrated within the surface; further, this method does not 
suffer from lighting and occlusion problems.

S
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