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先駆的メディア表現の創出を目指して。
人を驚かせたいという気持ちが研究の動機。
インタラクティブな遊びの要素が、
メディアアートをもっと楽しくする。

電子デバイスを用いた
メディアアート
メディアアートという言葉を耳にするように
なって久しい。その始まりを宮田一乘教授
に尋ねると モビール という意外な答え
が返ってきた。モビールは形を固定せず、
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風によってどう動くかということがデザイン
されている。宮田教授によれば、
メディアア

Miyata

ートの表現とは技術者・鑑賞者・創造者の

Laboratory

作者がイメージを固定する絵画や彫刻など

インタラクションへの
理解を深める

の芸術作品とは異なり、観る人とのインタ

研究のモチベーションには、人を楽しませ

ラクションによって変容するものである。

たい、驚かせたいという気持ちがあるとい

現在のメディアアートの主流はコンピュー

う宮田教授。その言葉どおり、研究室で

3つの要素があってはじめて成り立つという。

タであり、CGやコンピュータミュージック、

進められているのは、思わず笑いがこぼ

VR、
インターネットを用いた作品など多彩

れるようなユニークな切り口のアプリケー

な作品が生み出されている。宮田教授はメ

ションの構築であり、誰もが目を輝かせる

ディアアートの世界で全く新しい表現手法

ようなゲーム感覚のインスタレーションの

を生み出すことを目的に、アルゴリズムの

開発である。代表的な研究例をいくつか

組み合わせによるデザイン手法や形状の

紹介しよう。

シミュレーションなどの研究を行っている。
UoQA（ウォーカー）
と名づけられたVRア
プリケーションがある。ここでは人間が歩き
ながら目にする風景の移り変わりが、コン
ピュータ上で 泳ぐ という行為に置き換
えられる。体験者はベッドのような可動式
の筐体にうつ伏せになり、水中を泳ぐよう
に腕を動かす。腕の動きはCCDカメラで観測、
解析され、
その変化に合わせて映像の再
生速度が変わる。さらに腕の動きに応じて
エアブロワで筐体を制御することで、映像
の中を泳いでいるような浮遊感が得られる。
View Frame2は画像処理による位置検

出技術を用いた新たなコンテンツの鑑賞

雑なテクスチャの自動生成の研究に取り

注ぐ宮田教授。
「 三つ子の魂百まで

スタイルを提案するシステムである。コンセ

組んできた。特にテクスチャの自動生成に

の言葉のとおりで、子どもの頃に映画で見

プトは 窓越し現実感 。ディスプレイを窓

ついては海外で高い評価を受けた。

た特撮物のヒーローを自分で再現したいと

に見立て、
そこに映る風景をユーザーの視

JAISTに着任してからは芸術系の研究者

いう気持ちが研究者への道に結びついた」

点の移動に合わせてシミュレーションして

とのコラボレーションも多い。絵の具の質

と笑って話してくれた。少年のような好奇

表示する。窓越しに見える景観や三次元

感や筆致、光の当たり方もリアルタイムに

心と探究心は、今も教授を 楽しい 研究

的なモノが、立ち位置を変えると自然に変

計算してユーザーの目に忠実に見せ、
コン

に駆り立てる。

化して見えるのと同じである。

ピュータの中に絵画の世界を再現すると

「トントン」と名づけられた装置は、昔懐か

いうプロジェクトも進んでいる。

しい紙相撲遊びを取り入れた対戦方式の

インターフェイスが進化した今、
これに遊び

VRアプリケーションである。土俵は一メー

の要素を加えるという情報科学と芸術の

トル四方ほどの水槽。発泡スチロールのブ

複合領域の研究も盛んになっている。研

ロックで水を押すことで紙相撲の力士の映

究室ではインタラクションをテーマに芸術系、

像を動かし、対戦させる。
トントンは2004年

情報系の研究者が集まり研究成果を発表

のIVRC（国際学生対抗VRコンテスト）
で 各

する学会にも参画している。

務原市長賞

小中学生みらい賞 を受

賞した。

知識科学教育研究センター長を兼任し、
センターのハード・ソフト面の拡充にも力を

メディアアートやバーチャルリアリティという
と最先端の機器や大掛かりな装置が必要
というイメージがあるが、宮田研究室を覗く
と手作業で装置を組み上げている様子が
見られる。自分の手を動かして作り、動かし、
評価する。こうした体験を通じ、学生たちに
インタラクティブ技術を深く理解してもらい
たいと宮田教授は語る。

アートの
新しい枠組みづくりへ
宮田教授の企業での経験値は高い。大
学院を修了後、一般企業の研究所のグラ
フィックス部門で研究開発に携わり、自然
の形状をCGで再現するという研究や、複

Research Interests
北陸先端科学技術大学院大学 知識科学教育研究センター

教授

宮田 一乘

Professor Kazunori Miyata

宮田研究室 知識科学棟I TEL：0761-51-1810

FAX：0761-51-1804
http://www.jaist.ac.jp/˜miyata/LabHP/index.htm
E-mail miyata@jaist.ac.jp

主 な 研 究 テ ー マ
芸術と科学・工学の融合領域研究として、より豊かな感動を与える芸術的創作とその支援の実現に取り組む。

1）
メディア創造の強化拡張および支援技術の基礎研究と実践
芸術表現伝達過程の分析ならびに芸術創造過程の強化拡張の環境を整備し、
その環境下での実証実験を進める。

UoQ/UoQA : 映像の中を
泳ぐインスタレーション

画像の簡略化表現

ViewFrame : 画像処理による位置
検出法を用いた「借景」

トントン：変位情報を用いた
新たなインタラクション手法

2）
ビジュアルコンピューティングの研究
山岳や雲、岩などの自然物体の形状をコンピュータでシミュレーションし表現する研究や、モジュール化されたデザインアルゴリズムの
組み合わせにより、
さまざまなテクスチャや形状を作り出す研究を進めている。

フラクタル理論を応用した
山岳と雲の形状シミュレーション

仮定した岩石の積み上げ規則に
基づいた石垣パターンの生成

パラメータ指定による
木目パターンの生成

アルゴリズムの組み合わせによる
テクスチャデザイン

キーワード

女性のヘアスタイルのビジュアルシミュレーション

Synergistic Image
Creator

CG、
メディアアート、
マルチメディアアプリケーション

道路形状と流れに沿った
石畳パターンの生成

表面の微細構造の付加による
皮膚テクスチャの生成
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＜学位＞
東北大学・工学士(1984)、東京工業大学・工学修士（1986）、東京工業大学・博士（工学）(1996)
＜職歴＞
日本アイ・ビー・エム株式会社/東京基礎研究所(1986-1998)、東京工芸大学・芸術学部・映像学科・
助教授(1998-2001)、東京工芸大学大学院・メディアアート専攻・助教授(併任)(1998-2002)、東京
工芸大学・芸術学部・メディアアート表現学科・助教授(2001-2002)、北陸先端科学技術大学院大
学知識科学教育研究センター・教授(2002-)、(株)ATR客員研究員(2003-)
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専門
ＣＧ，
メディアアート，
デジタル映像，
マルチメディアアプリケーション
主な研究課題
先駆的メディア表現の創出
芸術と科学・工学の融合領域研究として、
より豊かな感動を与える芸術的創作と
その支援の実現に取り組む。
メディア創造の強化拡張および支援技術の基礎研究と実践
芸術表現伝達過程の分析ならびに芸術創造過程の強化拡張の環境を整備し、
その環境下での実証実験を進める。
ビジュアルコンピューティングの研究
山岳や雲、岩などの自然物体の形状をコンピュータでシミュレーションし表現する
研究や、
モジュール化されたデザインアルゴリズムの組み合わせにより、
さまざまな
テクスチャや形状を作り出す研究を進めている。
主な著書・論文・講演発表
・コンピュータグラフィックス，
アニメーション, 藤代一成編, CG-ARTS協会, 161192, 2004/09/17
・ビジュアル情報処理, アニメーションの章, ビジュアル情報処理編集委員会監修,
CG-ARTS協会, 123-146, 2004
・ナレッジサイエンス - 知を再編する64のキーワード,「メディアアート」の章, 北陸
先端科学技術大学院大学 知識科学研究科, 紀伊国屋書店, 184-188, 2002
・入門コンピュータグラフィックス, アニメーションの章, 入門コンピュータグラフィ
ックス編集委員会, CG-ARTS協会, 121-134, 2001
・ViewFrame2 -マーカレス顔部検出手法を利用した ViewFrame -, 河原塚
有希彦, 高橋誠史, 宮田一乘, 芸術科学会論文誌, 3, 3, 189-192, 2004/09/20
・UoQA −ジェスチャ認識と簡易なモーションベースを用いたＶＲアプリケーション,
河原塚有希彦, 高橋誠史, 桑村宏幸, 宮田一乘, 芸術科学会論文誌, 3, 3,
200-204, 2004/09/20
・Algorithmic Painter: A NPR Method to Generate Various Styles of Painting,
Atsushi Kasao, Kazunori Miyata, ACM SIGGRAPH, Poster, "Nonphotorealistic
Animation and Rendering", #23, 2004/08/01
・GPU based interactive displacement mapping, Masafumi Takahashi,
Kazunori Miyata, IWAIT 2005, 477-480, 2005/01/09
・ジャンピングインタラクションを用いたVRアプリケーション, 薮博史, 鎌田洋輔,
高橋誠史, 河原塚有希彦, 宮田一乘, NICOGRAPH2004秋季大会, 101106, 2004/11/05
・GPUによる肌色認識処理の高速化に関する一手法, 高橋誠史, 河原塚有希彦,
宮田一乘, 第3回NICOGRAPH春季大会, 55-56, 2004/05/20
・Enhanced Synergistic Image Creator: a NPR method with natural curly
brushstrokes, Atsushi Kasao, Kazunori Miyata, Advances in Multimedia
Information Processing - PCM2004, LNCS 3331, 444-452, 2004/11/30
・Generation of Organic Textures with Controlled Anisotropy and Directionality
via Packing Rectangular and Elliptical Cells, Takayuki Itoh, Kazunori
Miyata, Kenji Shimada, IEEE CG & A, 23, 3, 38-46, May, 2003
・レンダリング技術の動向, 宮田一乘, 映像情報メディア学会誌, 57, 4, 442-443,
Apl., 2003
・誰でもできるビデオコンテンツ制作（５）映像はコンピュータで作れる , 宮田一乘,
映像情報メディア学会誌, 57, 5, 580-584, May, 2003
・ViewFrame - 画像処理による位置検出法を用いた「借景」, 河原塚有希彦,
高橋誠史, 宮田一乘, 情報処理学会ヒューマンインターフェイス研究会, 2003HI-106, 45-51, Nov., 2003
・UoQ -ジェスチャ認識を用いた映像体験環境-, 高橋誠史, 河原塚有希彦, 桑村
宏幸, 宮田一乘, 芸術科学会論文誌, 2, 4, 123-127, Dec., 2003
・コミュニケーションツールとしてのCG, 宮田一乘, 伊藤貴之, 芸術科学会論文
誌, 2, 2, 74-82, Jul., 2003

・UoQA - ジェスチャ認識とエアブロワを用いたＶＲアプリケーション, 高橋誠史,
河原塚有希彦, 桑村宏幸, 宮田一乘, 情報処理学会ヒューマンインターフェイ
ス研究会, 2003-HI-106, 53-58, Nov., 2003
・創造性支援システムの研究開発の動向とJAISTにおける開発の現状, 國藤
進,山下 邦弘,西本 一志,藤波 努,宮田 一乘, 第1回知識創造支援システムシ
ンポジウム報告書, 1-10, Mar. 2003
・実測値に基づく絵の具の混色モデルの構築, 恒次 創, 宮田 一乘, 大渕 竜太
郎, 映像情報メディア学会技術報告, 28, 19, 5-8, Mar. 2003
・マーカレス顔部検出手法を利用した ViewFrame , 河原塚有希彦, 高橋誠
史, 宮田一乘, インタラクション2004論文集, 2004, 5, 219-220, Mar. 2003
・テレイマージョンとビジュアルデータマイニング, 宮田一乘, 人間主体の知的情
報技術に関する調査研究, 6, 169-178, Mar. 2003
・アウェアネス情報のビジュアル表現法, 宮田一乘, 予防型社会とアウェアネス
技術に関する調査研究, 121-132, Mar. 2003
・ディジタルアミューズメントを支える技術：ハードウェア技術, 宮田一乘, 映像情
報メディア学会誌, 56, 6, 902-904, Jun., 2002
・知識創造ビル内位置情報アウェアネスサーバーの設置とその応用, 山下 邦弘,
國藤 進,西本 一志,伊藤 孝行,宮田 一乘, ヒューマンインターフェイス学会ユビキ
タスインターフェイス＆アプリケーション専門研究会, 46, 12, 65-70, Dec., 2002
・会議レポート：SIGGRAPH2001, 宮田一乘, 中嶋正之, 映像情報メディア学
会誌, 55, 11, 1426-1427, Nov. 2001
・A Method of Generating Pavement Textures Using the Square Packing
Technique, K.Miyata, T.Itoh, and K.Shimada, The Visual Computer, 17,
8, 475-490, Aug. 2001
・東京工芸大学におけるコンテンツ制作授業, 宮田一乘, 制作者用知的支援
に関する研究報告書, Aug. 2001
・ＣＧ表現と絵画表現：写実、印象、抽象, 宮田一乘, 笠尾敦司, 人工知能学会
誌, 16, 4, 567-572, Jul. 2001
・正方形粒子の最密充填手法を用いた石畳テクスチャの生成, 宮田一乘, 伊藤
貴之, 嶋田憲司, 情報処理学会論文誌, 42, 11, 2743-2751, Nov. 2001
・Load Tester: ビデオカードMatrox Millenium G550 その1, 宮田一乘,
CGWORLD, 40, 157, Nov. 2001
・PCグラフィックボードの現状と動向, 宮田一乘, 映像情報メディア学会誌, 55,
8,9, 1094-1099, Aug. 2001
・階層的筆触データを用いた絵画表現の一手法, 宮田一乘，
笠尾敦司，
蓼沼眞,
人工知能学会全国大会, 新潟市・朱鷺メッセ, 2003/6/25
・Organic Textures with Controlled Anisotropy and Directionality, K.Miyata,
T. Itoh and K.Shimada , SIGGRAPH Sketch, Technical, USA, Aug. 2001
・星屑の街に, 進士 哲雄, 宮田 一乘, 高倉 知之, 木船 園子, 加藤 智
彦, 村山 登, 映像情報メディア学会 / 映像表現研究会, 18, Mar. 2002
・夏こだち, 佐藤敦, 宮田一乘, 木船園子, 加藤智彦, 村山登, 映像情報メディ
ア学会 / 映像表現研究会, 18, Mar. 2002
・Equation, 林大悟, 宮田一乘, 高倉知之, 木船園子, 加藤智彦, 村山登, 映
像情報メディア学会 / 映像表現研究会, 18, Mar. 2002
・Leaves, 内村弘毅, 宮田一乘, 高倉知之, 木船園子, 加藤智彦, 村山登, 映
像情報メディア学会 / 映像表現研究会, 18, Mar. 2002
・リアルタイムCGの動向, 宮田一乘, 映像メディア処理シンポジウム, Nov. 2001
・インタラクティブCGの動向, 宮田一乘, 日本情報処理開発協会, Dec. 2001
・最近の３次元CG技術, 宮田一乘, 日本工業技術振興協会, Apr. 2001
・Fairy Tale, 森英夫, 宮田一乘, 木船園子, 加藤智彦, 村山登, 映像情報メデ
ィア学会 / 映像表現研究会, 18, Mar. 2002
共同研究の希望テーマ
・CG ・メディアアート ・マルチメディアアプリケーション
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産学連携に関するお問い合せ
先端科学技術研究調査センター
TEL 0761-51-1070 FAX 0761-51-1944
E-mail ricenter@jaist.ac.jp HPアドレス http://www.jaist.ac.jp/ricenter/index.html

学術協力課 連携推進室 産学連携係
TEL 0761-51-1906 FAX 0761-51-1919

宮田研究室

TEL：0761-51-1810

E-mail renkei@jaist.ac.jp

FAX：0761-51-1804

http://www.jaist.ac.jp/˜miyata/LabHP/index.htm

E-mail miyata@jaist.ac.jp

