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本領域の目的
Purpose of
the research program

超高齢社会を迎えた我が国では、加齢に伴う運動器の障害や脳卒中・脳変性疾患による運動麻
痺等が急増しており、これらの運動機能障害を克服する有効なリハビリテーション法の確立が
急務である。その鍵を握るのは、身体機能の変化に対する脳の適応メカニズムの解明である。
例えば、加齢による転倒の増加は、運動機能の低下に脳の適応が伴っていないことを示唆する。
また逆に、運動器には障害が無い病態でも身体認知に異常が生じ得る。これらの事実は、我々
の脳内には身体のモデル（脳内身体表現※１）が構築・保持されており、これに異常が生じる
と感覚系や運動系に深刻な障害が起きることを意味する。
本領域では、脳内身体表現の神経機構とその長期的変容メカニズムを明らかにし、リハビリ
テーション介入へと応用することを目的とする。このため、システムの振る舞いを数理モデル
として整合的に記述できるシステム工学を仲立ちとして脳科学とリハビリテーション医学を融
合することを試みる（図 1、P.5）
。これにより、運動制御と身体認知を統合的に理解し、真に
効果的なリハビリテーション法を確立する「身体性システム科学」なる新たな学問領域の創出
を目指す。
※１）脳内身体表現：身体の内部表現。運動遂行に関連して様々な感覚入力によって時々刻々と更新される姿勢・身体構造等
を表すもの。

As the Japanese society ages rapidly, we are experiencing a sharp increase in the number of patients of
motor paralysis and other dysfunctions resulting from motor dysfunction, stroke, and neurodegenerative
diseases. Thus, establishing effective rehabilitation techniques to overcome these motor dysfunctions is
of paramount importance. The key to achieving this is to elucidate the mechanisms by which the brain
adapts to changes in body functions. However, abnormalities in somatognosia can occur even in diseases
that do not cause motor dysfunction. This indicates that we create and maintain a model of the body in
the brain (body representation in the brain).
The purpose of this program is to elucidate the neural mechanisms of the body representation in the
brain and the mechanism of the long-term changes in this representation and to apply these findings to
rehabilitation interventions. In order to do this, we will attempt to combine brain science and rehabilitation medicine by using systems engineering (Fig.1, P.5). We thereby intend to gain an integrated understanding of motor control and somatognosia in order to create a new academic discipline that is known
as embodied-brain systems science.

Embodied-Brain
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本領域の内容
Content of
the research program

本領域では前述の目的の達成に向け 10 個の研究項目（A01, A02, A03, B01, B02, B03, C01, C02,
C03, X00）を設ける。
研究項目 A01・A02 は、それぞれ身体認知（運動主体感や身体保持感）と運動制御（筋シナジー
制御、先行性姿勢制御）の観点から介入神経科学的手法を用いた実験をヒトおよびサルで展開
し、脳内身体表現の神経機構ならびにその変容過程の解明を試みる。脳情報復号化やウィルス
ベクター技術を用いることにより脳内身体表現の変容を反映する脳内身体表現マーカーを探索
する。
研究項目 B01・B02 は、神経生理学的実験データ、リハビリテーション中の臨床データに基
づき、脳内身体表現の活動 (fast dynamics) と変容 (slow dynamics) のダイナミクスを各々時定
数の異なる力学系としてモデル化する。
研究項目 C01・C02 は、脳内身体表現マーカーを活用することでリハビリテーション効果の
定量化に取り組む。また、脳内身体表現モデルと統合することでモデルベーストリハビリテー
ションを実践し、介入の帰結予測を行う。さらに、身体全体の感覚運動機能の適正化のための
新しい介入法の開発を目指す。
研究項目 A03・B03・C03 は公募班、研究項目 X00 は総括班のための研究項目である。

In order to achieve the previously mentioned goals of this study, we will establish ten research projects
(A01–03, B01–03, C01–03, and X00).
In research projects A01/02, we will conduct experiments on humans and monkeys by using methods
that are based on interventional neuroscience in an attempt to understand the neural mechanisms of the
body representation in the brain and the process by which it changes with respect to somatognosia (sense
of agency, sense of ownership) and motor control (muscle synergy control, anticipatory postural control).
We will use neural decoding and virus vector technology to investigate markers that reflect changes in
the body representation in the brain.
In research projects B01/B02, we will create dynamic models of the differing time constants of the fast
dynamics and slow dynamics of the body representation in the brain based on neurophysiological experimental data and clinical data from patients undergoing rehabilitation.
In research projects C01/C02, we will attempt to quantify the rehabilitative effects with the markers.
By integrating this with a model of the body representation in the brain, we will implement model-based
rehabilitation and create predictions of prognosis for intervention.
The research projects A03, B03, and C03 are those for subscribed research groups, and the research project X00 is the management group.
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期待される成果と意義

Expected research achievements and scientific significance

脳科学とリハビリテーション医学の知見を、システム工学を仲立ちとして有機的に組み合わせ
ることで期待される成果として以下３点が挙げられる。
１）身体認知や運動制御を担う脳内身体表現の時々刻々の状態とその長期的変容を直接・間接
的に反映する脳内身体表現マーカーを同定することによって、リハビリテーション介入の
効果を定量評価することが可能となる。
２）脳内身体表現の変容機構（slow dynamics）を明らかにし、そこへの介入を可能とする技術
を開発することによって、従前の経験ベース・試行錯誤的方法から、帰結予測が可能なモ
デルベーストリハビリテーションへと革新的に展開する。
３）身体認知と運動制御という生存に不可欠な脳の重要機能の仕組みを記述し、これらに共通
する脳の計算原理に迫る。

Organically combining brain science and rehabilitation medicine by using systems engineering can be
anticipated to yield the following three results:
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1)

By identifying the markers that reflect the moment-to-moment status and long-term changes in
body representation in the brain, which govern somatognosia and motor control, it will be possible
to quantitatively evaluate the effects of rehabilitation intervention.

2)

By elucidating the slow dynamics of body representation in the brain and developing techniques
that can be used to intervene in those dynamics, we will work toward developing innovative modelbased rehabilitative techniques that permit predictions of prognosis.

3)

We will describe the mechanisms of the important brain functions that are essential to the existence
of somatognosia and motor control and pursue the computational principles of the brain that are
shared by these functions.
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図１：身体性システム科学領域

Embodied-brain systems science area
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A班

研究項目 A01

◉＝研究代表者 Principal investigator
○＝研究分担者 Funded co-investigator

Research Project A01

Group A

A01-1

A01
A02

脳内身体表現の変容を促す神経機構

Neural mechanisms inducing plasticity on body representations

◉今水

寛

東京大学 文学部 教授
Professor, The University of Tokyo

○村田

哲

近畿大学 医学部 准教授
Associate Professor, Kinki University

○大木

紫

杏林大学 医学部 教授
Professor, Kyorin University

Hiroshi Imamizu
Akira Murata

脳内身体表現と身体認知およ
び運動制御との因果性を明ら
かにするため、身体意識，シ
ナジー制御、先行性姿勢制御
の問題を対象にした介入神経
科学的実験に取り組む。
This group aims to elucidate
the neural substrates of body
representation in the brain and
identify markers that reflect
this phenomenon.

Yukari Ohki

○前田 貴記

今水

Takaki Maeda

寛

Hiroshi Imamizu

慶應義塾大学 医学部 講師
Assistant Professor, Keio University

研究項目 A02

Research Project A02

A02-1
◉関

身体変化への脳適応機構の解明

Neural adaptative mechanism for physical changes

和彦

国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 モデル動物開発部 部長
Director, NCNP

Kazuhiko Seki

○内藤 栄一

情報通信研究機構 脳情報通信融合研究センター 研究マネージャー
Research Manager, CiNet

○筧

東京都神経科学研究所 運動障害プロジェクトプロジェクトリーダー
Project Leader, Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science

Eiichi Naito

慎治

Shinji Kakei

関

和彦

Kazuhiko Seki

A02-2

姿勢 - 歩行戦略の変更に伴う脳適応機能の解明

Adaptive embodied-brain function due to alteration of the postural-locomotor synergies

◉高草木 薫

旭川医科大学 医学部 教授
Professor, Asahikawa Medical University

○中陦 克己

近畿大学 医学部 講師
Lecturer, Kinki University

Kaoru Takakusaki
Katsumi Nakajima

高草木 薫

Kaoru Takakusaki

fig. A01-1
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fig. A02-1
実験動物を対象とした電気生理学的アプローチと非侵襲脳機能イメージングに
おけるデコーディング技術によって筋シナジーの脳内表現を解明

Elucidating the neural correlate of muscle synergy and its plasticity by both
electrophysiology and non-invasive brain imaging.

fig. A02-2
歩行と姿勢の脳内ネットワーク

Neural network involved in the control of locomotion and posture.
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研究項目 A03（公募班：脳内身体表現に関する脳科学研究）
Research Project A03

A03-1

ハイブリッド技術とリアルタイム処理による機能ダイナミクスの解明

Interpretation of Functional Dynamics by Hybrid Imaging Technique and Real-time Data Processing

◉鎌田 恭輔

Kyousuke Kamada

A03-2

A03

旭川医科大学 医学部 教授
Department Head, Professor, Asahikawa Medical University

脳波を用いた手首運動に係る脳内身体表現の学理とその可視化

Research for visualizing neural representation of the wrist movement using electroencephalography

◉吉村 奈津江
Natsue Yoshimura

A03-3

東京工業大学 精密工学研究所 准教授
Associate Professor, Tokyo Institute of Technology

神経損傷・道具使用・発達な

Alterations and control of body representation in the basal ganglia circuit after chronic dopamine loss

◉中村 公一

京都大学 大学院医学研究科 高次脳形態学 助教
Kouichi C. Nakamura Assistant Professor, Kyoto University

ヒト脳内身体表現の直接記録・刺激介入を用いた神経機構と変容の解明

Neural basis of human body representation: a direct electrocorticographic recording and stimulation study

◉松本 理器
Riki Matsumoto

A03-5

We undertake brain science
research such as manipulation
of bodily awareness and the
physical body, and neuronal
decoding of the brain following nerve damage, tool usage,
and development.

東京女子医科大学 医学部 教授
Professor, Tokyo Women’s Medical University

Body and Space in the animal model of spatial neglect

Masatoshi Yoshida

Yumi Murata

に取り組む。

サル半側空間無視モデルにおける身体と空間

◉吉田 正俊

◉村田

変容メカニズムに関する研究

Visualization and manipulation of pathway-specific brain plasticity on the body representation
following the sensory nerve injury

Mariko Miyata

A03-7

京都大学 大学院医学系研究科 てんかん ･ 運動異常生理学 准教授
Associate Professor, Kyoto University

どにともなう脳内身体表現の

感覚神経損傷による脳内身体表現の変容動態の可視化と制御

◉宮田 麻理子

A03-6

識・身体感覚・身体運動・身
体構造・姿勢などへの介入や、

慢性ドーパミン欠乏による大脳基底核の脳内身体表現変容とその制御

A03-4

脳科学的研究、例えば身体意

生理学研究所 認知行動発達研究部門 助教
Assistant Professor, National Institute for Physiological Sciences

脳卒中後の把握機能回復をもたらす脳内身体表現の変化：サルモデルによる解明
Body representation changes in macaque brain during motor recovery after internal capsular stroke

弓

産業技術総合研究所 人間情報研究部門 研究員
Researcher, AIST

fig. A03-4

fig. A03-7

ヒト脳内身体表現の直接記録・刺激介入を用いた神経機構と変容の解明

動物モデルで明らかになった脳損傷後リハビリの基盤となる脳活動変化

Direct electrocorticographic recording and electrical stimulation to elucidate
neural basis of human body representation.

A brain activity change that occurs during rehabilitative training-induced
recovery in brain-lesioned animal.
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B班
Group B

B01
B02

研究項目 B01
B01-1
◉淺間

脳内身体表現のスローダイナミクスモデル

Modeling of slow dynamics on body representations in brain

一

Hajime Asama

をベースに、脳内身体表現の
速やかな適応と比較的時定数
の大きい可塑的変化をシミュ
レーション可能な計算モデル

東京大学 大学院工学系研究科 教授
Professor, The University of Tokyo

○近藤 敏之

東京農工大学 大学院工学研究院 教授
Professor, Tokyo University of Agriculture and Technology

○田中 宏和

北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 准教授
Associate Professor, Japan Advanced Institute of Science and Technology

○矢野 史朗

東京農工大学 大学院工学研究院 助教
Assistant Professor, Tokyo University of Agriculture and Technology

○井澤

筑波大学 システム情報系 准教授
Associate Professor, University of Tsukuba

Toshiyuki Kondo

脳科学、リハビリ医学の知見

◉＝研究代表者 Principal investigator
○＝研究分担者 Funded co-investigator

Research Project B01

Hirokazu Tanaka
Shiro Yano
Jun Izawa

淳

淺間

一

Hajime Asama

の構築に取り組む。
This group aims to construct
a mathematical model that
can simulate adaptation (fast
dynamics) and plastic change
(slow dynamics) of body representation in the brain based
on knowledge of brain science
and rehabilitation medicine.

研究項目 B02

Research Project B02

B02-1
◉太田
Jun Ota

脳内身体表現を変容させる運動制御モデル

Modeling of motor control that alters body representations in brain

順

東京大学 人工物工学研究センター 教授
Professor, The University of Tokyo

○青井 伸也

京都大学 大学院工学研究科 講師
Lecturer, Kyoto University

○千葉 龍介

旭川医科大学 医学部 准教授
Associate Professor, Asahikawa Medical University

Shinya Aoi

Ryosuke Chiba

太田 順
Jun Ota

fig. B01-1
Fast，slow dynamicsに着目した脳内身体表現（身体意識，身体図式）の数理モデル

Mathematical models of body representations in the brain (bodily consciousness and body schema) focusing on their fast and slow dynamics.

fig. B02-1
運動制御におけるfast, slow dynamicsの寄与を調べるためのラット後肢歩行の
神経筋骨格モデル

Neuromusculoskeletal model of rat hindlimb walking to investigate the neural
mechanism of fast and slow dynamics in motor control.
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研究項目 B03（公募班：脳内身体表現を扱うシステム工学研究）
Research Project B03

B03-1

疾患動物の運動機能回復の計測・解析に基づくシナジーの構成機序の解明

Understanding synergy generation mechanism through analyses of the recovery process of animal
disease model

◉舩戸 徹郎
Tetsuro Funato

B03-2

B03

電気通信大学 大学院情報理工学研究科 助教
Assistant Professor, The University of Electro-Communications

システム工学的研究、例えば
駆動関節を有する人工肢の運動学習過程における身体表現変容因子の同定

データマイニングやシステム

Transformation of body representations in learning process of active artificial limb control

同定による脳内身体表現変容

◉長谷川 泰久 名古屋大学 大学院工学研究科 教授
Yasuhisa Hasegawa Professor, Nagoya University

の数理モデル構築、運動計測
実験によるモデル評価に関す
る研究に取り組む。

B03-3
◉細田

Koh Hosoda

B03-4

筋骨格ヒューマノイドを用いた脳型身体表現モデルの構成論的研究

Development of Brain-Like Body Representation by Constructive Approach using Muscular-Skeletal
Humanoid Robot

耕

大阪大学 大学院基礎工学研究科 教授
Professor, Osaka University

ベイズ潜在木構造生成過程による脳内身体表現スローダイナミクスモデル
Bayesian generative model of latent tree structure for slow dynamics of body schema

◉谷口 忠大

We will employ systems engineering research such as mathematical modeling of body
representation in the brain by
data mining and system identification techniques, or model
validation studies via measurement and analysis of human
movements.

立命館大学 情報理工学部 准教授
Tadahiro Taniguchi Associate Professor, Ritsumeikan University
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motion

…
Evaluation of the effect of ataxia
on synergy by synergy monitoring
Neural Ataxia
Ataxic Synergy

Ataxic
motion

…

Synergy
Monitoring

Embodied system

fig. B03-1

Trunk

Upper
arm
Lower
arm

脳梗塞ラットの筋シナジー構造の解析

Evaluation of synergy variation of rats after stroke.

Topological map (Body map)

Waist
Hips
Head

Thigh

Lower
leg

Tree structure (Body schema)

fig. B03-4
ベイズ潜在木構造生成過程に基づく脳内身体表現推定過程

Inference process of body schema with Bayesian latent tree structure model.
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C班
Group C

C01
C02

研究項目 C01

◉＝研究代表者 Principal investigator
○＝研究分担者 Funded co-investigator

Research Project C01

C01-1

脳内身体表現の変容を用いたニューロリハビリテーション

Neurorehabilitation based upon brain plasticity on body representations

◉出江 紳一

東北大学 大学院医工学研究科 リハビリテーション医工学分野 教授
Professor, Tohoku University

○稲邑 哲也

国立情報学研究所 情報学プリンシプル研究系 准教授
Associate Professor, National Institute of Informatics

Shin-ichi Izumi

Tetsunari Inamura

脳内身体表現マーカーの有効
出江 紳一

性の検証、計算論的機能モデ

Shin-ichi Izumi

ルと統合した新しいリハビリ
原理の解明、リハビリテーショ
ン効果の定量化を目指す。
This group aims to measure
the effect of rehabilitation on
motor impairment after brain/
nerve damage using biomarkers for body representation
and model-based neurorehabilitation.

研究項目 C02

Research Project C02

C02-1

感覚入力への介入を用いた姿勢・歩行リハビリテーション

Rehabilitation for postural/movement impairments using sensory intervention

◉芳賀 信彦

東京大学 大学院医学系研究科 教授
Professor, The University of Tokyo

○花川

国立精神・神経医療研究センター 脳病態統合イメージングセンター 部長
Director, NCNP

Nobuhiko Haga

隆

Takashi Hanakawa

○横井 浩史

電気通信大学 大学院情報理工学研究科 教授
Professor, The University of Electro-Communications

○大脇

東北大学 電気通信研究所 助教
Assistant Professor, Tohoku University

Hiroshi Yokoi
Dai Owaki

大

芳賀 信彦

Nobuhiko Haga

fig. C01-1
慢性期の脳卒中片麻痺と四肢切断において、麻痺／切断肢に対する空間注意を
計測することにより麻痺／切断肢の歪んだ身体表象を描出する。さらに、この歪
んだ身体表象に対して、自己身体が変化したように感じさせることが可能なバー
チャルリアリティシステムを用いて、介入を試みる。

In chronic stroke patients and amputees, to reveal the distorted body
representation of the paretic/amputated limb by measuring bodily attention
to the paretic/amputated one and to try to correct the distorted body
representation of the paretic/amputated limb by utilizing virtual reality system
for presenting the altered body image in size and length in the first person
perspective to the patients.

Joint	
  destruc-on	
  (Charcot	
  joint)	
  in	
  	
  pa-ents	
  with	
  diabe-c	
  neuropathy	
  (le9)	
  	
  
and	
  congenital	
  insensi-vity	
  to	
  pain	
  (center	
  &	
  right)	
fig. C02-1
感覚障害が姿勢・歩行に及ぼす影響を通じ、適切なリハ介入を解明

Development of novel rehabilitation through studying the effect of sensory
disturbance on posture and gait.
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研究項目 C03（公募班：脳内身体表現によるリハビリテーション医学研究）
Research Project A03

C03-1
◉濱田

神経修飾法による新しい運動障害治療の開発

Developing a new therapeutic application of neuromodulation

雅

Masashi Hamada

C03-2
◉島

C03

東京大学 医学部附属病院 助教
Assistant Professor, The University of Tokyo

動作推定と機能的電気刺激に基づく筋協調制御能力獲得型ダイレクトリハビリテーション
Muscle Contraction Pattern-Based Direct Rehabilitation Using Motion Estimation And Functional
Electrical Stimulation

圭介

Keisuke Shima

リハビリテーション医学的研
究、例えば脳内身体表現に関
わる、脳神経疾患・外傷のみ
ならず運動器の疼痛性疾患を

横浜国立大学 大学院工学研究院 准教授
Associate Professor, Yokohama National University

扱う研究、大規模データ解析、
医療機器開発を含む新しいリ

C03-3

ハビリ法の研究に取り組む。

新しいバランス機能評価システムの開発

Development of a clinical tool for measuring dynamic balance function

◉向野 雅彦

藤田保健衛生大学 医学部 講師
Masahiko Mukaino Lecturer, Fujita Health University

◉森岡

Shu Morioka

身体失認・失行症における身体性変容の解明とニューロリハビリテーション法の開発
Elucidation of distortion of sense of agency and ownership in asomatognosia and apraxia and
development of neurorehabilitation method

周

畿央大学 健康科学部 教授
Professor, Kio University

Error-based learning
ErrorError

Primary motor cortex

Cerebellar
influence

Use dependent learning

Normalized ACC

C03-4

We will perform rehabilitative
medicine studies focusing on
body representation in the
brain, brain injury, and motor
impairments, using massive
data analysis and innovative
rehabilitation engineering.

fig. C03-1
一次運動野微小回路の機能的差異（Hamada et al., J Neurosci, 2014 より改変）：
（左）Late I-wave サーキットが小脳が関与する適応学習（エラーベースト学習）
に関連する。
（右）対して early I-wave サーキットが単純反復運動課題（使用依
存性運動学習）に影響を及ぼす。

The role of two distinct interneuron circuits in behavioural plasticity:
Late I-wave inputs within primary motor cortex are mainly involved in errorbased learning (left), while early I-waves are responsible for use-dependent,
model-free learning (Hamada et al., J Neurosci, 2014).

fig. C03-2
EMG 評価による動作推定と電気刺激／振動刺激に基づくヒューマンヒューマン
インタフェース

Human-human interface based on motion estimation from EMG and electrical/
tactile stimulation.
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総括班

研究項目 X00

Research Project X00

Management Group

X00

X00

◉＝研究代表者 Principal investigator
○＝研究分担者 Funded co-investigator

脳内身体表現の変容機構の理解と制御に関する総括研究

Comprehensive research management for understanding the plasticity mechanism of body
representations in brain
研究代表者 Principal investigator

◉太田

順

東京大学 人工物工学研究センター 教授
Professor, The University of Tokyo

計画・公募研究の円滑な推進

Jun Ota

を支援することを目的とし、

研究分担者 Funded co-investigator

領域の研究方針の作成、研究

○内藤 栄一

情報通信研究機構 脳情報通信融合研究センター 研究マネージャー
Research Manager, CiNet

○出江 紳一

東北大学 大学院医工学研究科 リハビリテーション医工学分野 教授
Professor, Tohoku University

○近藤 敏之

東京農工大学 大学院工学研究院 教授
Professor, Tokyo University of Agriculture and Technology

項目間の調整、研究結果に対
する評価・助言ならびに研究
成果の広報を行う。
This group aims to lead the
research program by planning
research policy, managing research projects, and working
on assessment and publicity of
the outcome.

Eiichi Naito

Shin-ichi Izumi

Toshiyuki Kondo

太田

Jun Ota

順

連携研究者 Co-investigator

今水

寛

Hiroshi Imamizu

関

和彦

Kazuhiko Seki

東京大学 文学部 教授
Professor, The University of Tokyo
国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 モデル動物開発部 部長
Director, NCNP

高草木 薫

旭川医科大学 医学部 教授
Professor, Asahikawa Medical University

淺間

東京大学 大学院工学系研究科 教授
Professor, The University of Tokyo

Kaoru Takakusaki

一

Hajime Asama

芳賀 信彦

東京大学 大学院医学系研究科 教授
Professor, The University of Tokyo

村田

近畿大学 医学部 准教授
Associate Professor, Kinki University

Nobuhiko Haga

哲

Akira Murata

稲邑 哲也

国立情報学研究所 情報学プリンシプル研究系 准教授
Associate Professor, National Institute of Informatics

花川

国立精神・神経医療研究センター 脳病態統合イメージングセンター 部長
Director, NCNP

Tetsunari Inamura

隆

Takashi Hanakawa

研究協力者 Research collaborator

岩村 吉晃

Yoshiaki Iwamura

上野学園大学 非常勤講師 / 東邦大学 名誉教授
Part-time Professor, Ueno Gakuen University / Emeritus Professor, Toho University

総括班評価者 Advisory board member

篠田 義一

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 名誉教授
Emeritus Professor, Tokyo Medical and Dental University

才藤 栄一

藤田保健衛生大学 医学部 リハビリテーション医学講座 教授
Professor, Fujita Health University

伊藤 宏司

東京都神経科学研究所 運動障害プロジェクト 客員研究員 / 東京工業大学 名誉教授
Guest Researcher, Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science / Emeritus Professor, Tokyo Institute of Technology

Paolo Dario

Scuola Superiore Sant'Anna 教授
Professor, Scuola Superiore Sant’Anna

Yoshikazu Shinoda
Eiichi Saito
Koji Ito

Paolo Dario
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総括班は、領域全体の研究方針を策定するため定期的に総括
班会議を開催する。領域内研究者間で密な情報交換を行い、
相互理解と交流を深めるとともに、領域全体の整合性を高め
るため、領域全体会議を毎年度末に開催する。国際シンポジ
ウム、国際会議ワークショップを開催し、当該研究領域の
国際化を推進するとともに、一般公開シンポジウムの開催、
Web ページの整備、ニュースレターの定期発行により、研
究成果を広く一般にアウトリーチすることに務める。
The management group regularly holds steering committee meetings to determine research policy. At the end of each fiscal year, this
group plans to have annual meetings to evaluate the progress of
all research projects and enhance mutual collaboration among the
researchers. To promote internationalization of the program, the
group holds international workshops/symposia occasionally. With
regard to outreach activities, the group organizes public symposia,
issues newsletters, and updates the website.
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若手の活動
本領域では、数理モデル化を軸とした構成論的研究アプローチと脳
神経科学・リハビリ医学の知見を組み合わせることにより、脳内身
体表現の神経基盤の解明とモデルベーストリハビリテーション法の
確立を目指している。
「身体性システム科学」という新しい学術領
域を創成し、学問として体系化するためには、異分野融合の理念に
精通して実践的に研究を推進できる若手研究者の育成が不可欠であ
る。このため本領域では「若手の会」を組織し、若手研究者を中心
としたチュートリアル講演会・ワークショップ等の定期開催、海外
関連研究機関との連携による若手研究者の相互派遣による国際化促
進など、領域全体でその活動を支援することで当該領域の将来を担
う若手研究者の育成に当たる。

若手の会の活動実績
平成 26年11月22日 計測自動制御学会システム・情報部門
学術講演会2014（岡山大学）セッション企画
平成 27年 3月19日 第１回身体性システム講演会（同志社大学）
平成 27年 6月26日 第２回身体性システム講演会（京都大学）
平成 27年 8月21日 第３回身体性システム講演会（東京大学本郷キャンパス）
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これまでの実績
研究業績
国際雑誌論文 ............................50篇
国内雑誌論文 ............................21篇
国際会議 ......................................62件
国内会議 ......................................92件
書籍................................................... 8篇
報道発表 ........................................ 4件
受賞................................................... 3件

領域の主催行事
平成 26年 9月29日 キックオフ・シンポジウム・公募説明会
（東京大学本郷キャンパス 伊藤謝恩ホール）
平成 27年 3月 9日～11日 第１回領域全体会議（ホテル千秋閣）
平成 27年 7月 4日 第２回領域全体会議（杏林大学三鷹キャンパス）
平成 27年 8月25日 国際会議ワークショップ
（EMBC2015，ミラノ国際会議場，イタリア）
平成 27年 9月28日 国際会議ワークショップ
（IROS2015，ハンブルグ国際会議場，ドイツ）
平成 27年10月25日 第１回一般公開シンポジウム
（東京大学本郷キャンパス 武田ホール）
注）実績は平成27年10月25日現在のものです
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お問い合わせ先 Contacts
身体性システム
領域代表：太田

順（東京大学 人工物工学研究センター・教授）

領域幹事：近藤 敏之（東京農工大学 大学院工学研究院・教授）
領域事務局 E-mail：oﬃce@embodied-brain.org

Embodied-Brain Systems
Director: Jun Ota – Professor, Research into Artifacts, Center for Engineering (RACE), The University of Tokyo
Secretariat: Toshiyuki Kondo – Professor, Institute of Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology
E-mail address: office@embodied-brain.org
Website
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