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「ERATO 稲見自在化身体プロジェクト」特集について
　「自在化」という技術は，人間がロボットや AI と「人機一体」となり，人がそれらを自分の身体のように自由自在に扱い，
行動を支援することで，人間の可能性を大幅に広げると考えられている．そのためには，ただ新しいことができるようにな
るだけでなく，自分自身の能力が高まったように感じることが重要である．『ERATO 稲見自在化身体プロジェクト』では，
高度に情報化が進んだ社会における身体感のあり方，そして，デジタル機器が生活インフラとなった現代の進化系である「超
スマート社会」で私たちの身体性をどのように「編集」するのかについて，身体・行動のシステム的な理解をベースに，
VR，ヒューマンアシスティブロボット，機械学習などを様々な知見を用いて実社会とバーチャルにおいて検証している．「現
在の情報社会に適応する」ことを目指すのではなく，「多様な個性が尊重されるスマート化した社会環境」の実現を目指すプ
ロジェクトである．
　『ERATO 稲見自在化身体プロジェクト』は，各グループでの研究とグループ間を横断して幅広い領域における研究開発を
行っており，自在化身体あるいは自在化状態創出にかかわる基礎技術開発と実際に体験可能な応用的開発に取り組む「自在
化身体構築グループ（Group 1）」，神経科学的見地から自在化状態の脳活動への作用・影響を解明する「システム知能・ 神
経機構グループ（Group 2）」，認知心理学的見地から自在化状態を解明する「認知心理・行動理解グループ（Group 3）」，
物理的身体を介さないバーチャルリアリティ環境内における仮想身体の構築および，仮想世界上での自在化状態の解明に尽
力する「バーチャル身体構築グループ（Group 4）」，そして自在化身体の社会的ニーズを開拓し，社会実装を推進する「自
在化身体調査研究グループ（Group 5）」から構成されている．本特集号では，これら 5 グループのプロジェクト発足時か
らこれまでの取り組みを解説していただいた．
　最後に，ご多用中にもかかわらずご執筆いただいた著者の方々に心より深く感謝申し上げる．
 （中川純希　S ケアデザイン研究所）

【展望】 ■ 自在化身体とその展望 
Introduction to JIZAI BODY and Our Future Visions 

 稲見 昌彦・瓜生 大輔・前川 和純 5 
 Masahiko Inami・Daisuke Uriu・Azumi Maekawa

【解説】 ■ ロボットは我々の身体の一部になりえるのか？  
Can We Perceive Robots as Parts of Our Body? 

 Gowrishankar Ganesh・宮脇 陽一 13 
 Gowrishankar Ganesh・Yoichi Miyawaki

 ■ 自在化身体の身体所有感，行為主体感，行動変容 
Body Ownership, Sense of Agency, and Motor Behavior in JIZAI Body 

 北崎 充晃 21 
 Michiteru Kitazaki

 ■ バーチャル環境における身体自在化 
―物理的な制約を超えた身体自在化の探求― 
Jizai Body Development in Virtual Environment 
―A Study on Extending Human Embodiment Beyond Physical Restrictions― 

 杉本 麻樹 28 
 Maki Sugimoto

 ■ 自在化身体への社会的欲求 石黒 周・中川 純希 33 
Social Needs for JIZAI Body Shu Ishiguro・Junki Nakagawa
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