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Answer 長井　志江

差が過大な状態とは、対象に対しての学習がまだほとん
ど行われておらず、予測モデルが獲得できていない状態
を意味し（もしくは、学習を十分に行ったとしても、対
象のダイナミクスが複雑すぎてモデルを獲得できない状
態を意味し）、予測の困難さから対象に対する興味は低
いと予想される。一方で、（c）予測誤差が過小な状態とは、
対象に対しての学習が十分に行われ、それに対する完全
な予測モデルを獲得していることを意味し、予測の容易
さから同様に対象に対する興味を失うと予想される。つ
まり、（b）難しすぎず簡単すぎない、中程度の予測誤差
を持つ対象が最も高い興味を引くという仮説である。著
者らは本仮説に基づき、乳幼児が中程度な予測誤差を持
つ対象を選好することで、学習や興味の対象が単純なダ
イナミクスを持つものから徐々に複雑なダイナミクスを
持つ対象にシフトし、さらに、乳幼児の発達にたびたび
観察される U 次発達といった非線形な現象も説明でき
ることを示した［4, 6］。これに類似したアイディアは、認
知発達ロボティクスの分野では内発的動機付けモデルや
好奇心モデル［7, 8］と呼ばれ、ロボットが環境中から学習
対象を自律的かつ効率的に選択する方法として広く知ら
れている。
　上記のモデルを複数感覚の優位性の問題に適用する
と、発達のどの段階でどの感覚が優位になりうるか、ま
た、目的とする動作に応じてどの感覚を優先するかが推
測できる。たとえば、胎児期から子宮内での豊富な経験
が得られる触覚は、他の感覚よりも早期に発達すること
から［9］、発達初期の乳幼児では触覚が他に比べて比較的
予測学習がしやすく、優位になると考えられる（学習前
は全ての感覚の予測誤差が過大であることに注意された
い）。発達初期によく見られる、乳児が自己の手や足を

1 はじめに
　まず、ターゲット論文にコメントしていただいた4名
の先生方に感謝の意を表したい。発達心理学、認知科学、
神経科学、情報科学といった幅広い分野の研究者に本論
文が読まれることは、ベビーサイエンスならではの特権
でありチャレンジでもある。ターゲット論文で提唱した

「感覚・運動情報の予測学習に基づく発達原理」にどのよ
うな可能性と拡張性があり、またどのような限界がある
のか。以下では各氏のコメントについて、ポイントを整
理しながら回答する。

2 佐治量哉氏のコメントに対する回答
　佐治氏には本論文で提案する予測学習モデルの拡張性
について、おもに以下の二つのコメントをいただいた。
・�自己の内部モデルの獲得過程で複数感覚に優位性は存

在するのか？
・�予測学習モデルに情動情報を入力することで、自閉ス

ペクトラム症（ASD：autism�spectrum�disorder）の感
覚過敏の変動が説明できるのではないか？

2.1   内部モデルの獲得過程における感覚の優位
性

　第一のコメントについて、佐治氏の指摘通り、人間は
さまざまな感覚信号を常に同じ優先度やある固定した優
先度で扱うのではなく、動作目的に応じてトップダウン
に優先度を変更したり、また各感覚信号の状態（たとえ
ばノイズ量など）に応じてボトムアップに変更したりす
ると考えられる。さらに、乳幼児は未熟な感覚機能をも
って生まれ、さまざまな経験を通して徐々にその機能を
精緻化していくことが知られており［1-3］、感覚ごとの精
緻化のスピードの違いが優位性にも影響を与えると考え
られる。
　本論文で示した実験では、ロボットが使用する感覚信
号は視覚信号に限られており、複数感覚間の優位性につ
いては議論しなかった。しかし、著者は予測学習の原理
を応用した「中程度の予測誤差に対する選好性」モデ
ル［4, 5］を適用することで、複数感覚における優位性とそ
の発達的変化を説明できると考えている。中程度の予測
誤差に対する選好性とは、さまざまな感覚信号の中で予
測誤差が過大でもなく、また過小でもない対象に興味を
示すという性質である。図1に示すグラフで、（a）予測誤

図1　�中程度の予測誤差に対する選好性の概念図。学習時間に対
する予測誤差の推移（左）と予測誤差に対する選好性（右）（［5］

より引用）。
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　感覚信号の予測学習を通した情動の形成について、す
でに著者らは図2に示すような階層型確率的神経回路モ
デルを用いた情動発達モデルを提案している［12］。本モデ
ルは、複数の感覚（ここでは、視覚、聴覚、触覚）から入
力される信号を階層的に統合し、上位層での抽象的な表
象を経て下位層へ信号を再構成するように学習する。こ
こでの学習は、高次元の入力信号から低次元の抽象表現
を経て元の高次元の入力信号を予測するという意味で、
空間的予測学習と捉えることができる。実験では、本モ
デルを実装したロボットが人間とインタラクションする
ことで得られる感覚信号を予測学習すると、神経回路モ
デルの上位層に情動に対応したクラスタが発達的に形成
されることが確認された。著者は本モデルを異なる許容
誤差で学習させることで、ASD における情動の不安定
性と感覚過敏の関係を説明できるのではないかと考えて
いる。許容誤差が変化すれば、神経回路モデルの上位層
の表現は変化し、定型とは異なる情動クラスタが形成さ
れる。さらに、そこから再構成される感覚信号も予測学
習の許容誤差が変わることで、感覚過敏や鈍麻の状態（タ
ーゲット論文図6参照）を作り出すと予想される。許容誤
差がそもそも何によって変化するのかという疑問は残る
が、本課題も予測学習モデルの拡張性を示す上で非常に
有効であり、ぜひ今後、取り組みたいと考えている。

3 佐藤大樹氏のコメントに対する回答
　佐藤氏にはさまざまな行動学的現象と予測学習モデル
の関係について、おもに以下の三つの質問をいただいた。
・�自他認知において内臓感覚はどのように扱われるの

か？予測誤差ゼロになりうる物体は自己として認識さ
れるのか？

口に入れたり、おもちゃを口に入れる行為は、まさに口
唇や舌がもつ豊富な触覚を優位に利用している例であ
る。これとは反対に、発達後期に幼児が物体をじっくり
と観察したり叩いて音を出して遊ぶのは、生後の環境と
の相互作用を通して発達する視覚や聴覚などが徐々に優
位になるためであると考えられる。これらの感覚での学
習が進み予測誤差が徐々に小さくなることで、そちらに
興味が移るという仕組みである。現段階では、予測学習
モデルと中程度の予測誤差に対する選好性モデルは実装
上統合されていないが、今後、システム開発に取り組む
ことで、発達や目的動作に応じた感覚優位性の変化も説
明できると考えている。

2.2   予測学習における情動情報と ASD の感覚
過敏

　第二のコメントについて、ASD の感覚過敏と情動に
関係があることは、著者らの ASD 知覚体験シミュレー
タの研究［10, 11］でも明らかになっており、非常に興味深い
課題である。ASD 者はコントラストの強調や砂嵐状の
ノイズといった非定型な視覚を有しており、その強度は
外界の刺激の強度だけではなく、ASD 者の情動や体調
によっても変化することが実験で報告されている。これ
に関して、佐治氏は情動が予測学習モデルの一つの入力
信号となることで、両者の関係が説明できるのではない
かと提案しているが、著者は少し異なる仮説を立ててい
る。それは、情動が予測学習モデルの入力信号となるの
ではなく、予測学習の結果として現れる感覚・運動信号
の抽象表現として情動が形成され、同様に、感覚過敏も
異なる許容誤差をもった予測学習の結果として現れると
する仮説である。

図2　�感覚信号の予測学習による情動発達。複数の感覚信号を階層的に統合することで情動を形成する確率的神経回路モデル（左）と最上位層
に形成された情動空間（右）（［12］より引用）。
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通り、内臓感覚に対する予測学習は一見難しいように思
われる。著者のこれまでのモデルでは、視覚や聴覚など
の外受容感覚と、内受容感覚のうち体性感覚のみを扱っ
ており、内臓感覚については考慮していなかった。これ
は、ロボットに内臓感覚が存在しないため計算論的モデ
ルとして検証しづらいという制約と、内臓感覚について
は生理学的・神経科学的知見が少なく、モデル化に向け
ての十分な仮説が立てにくいとの理由がある。しかし、
著者は内臓感覚に対する自己認知も他の感覚と同様に、
予測学習の枠組みで十分に説明できると考えている。た
とえば、人間は普段、内臓感覚を意識することはほとん
どなく、痛みや空腹感が発生したときにのみその感覚を
意識する。これは身体部位も同様で、歩くという動作を
考えたとき、普段は脚に関する固有感覚をほとんど意識
しないが、怪我などによって運動が不自由になると固有
感覚が顕在化する。つまり、感覚を意識しない状態とい
うのは予測誤差がほぼゼロの状態に対応しており、内臓
や身体を自己として認識できていることを意味する。そ
して、感覚を意識する状態というのは予測誤差が増加し
たときで、これは自己としての認識が低くなっている状
態であると考えられる。たとえば、怪我をして運動が不
自由になったときに、自分の身体がまるで自分でないか
のように感じられる経験があるだろう。では、予測誤差
が増加しても、内臓や身体を自己として認識できるのは
なぜであろうか。それには、空間的な予測学習が貢献し
ていると考えている。
　ターゲット論文では、おもに時間的予測性を議論して
いたが、厳密にはそれと同時に空間的予測性が存在する。
ここで空間的予測とは、たとえば2.2節で議論した複数
感覚空間での予測や、物理空間での予測を指す。著者は、
図3に示すような時間的予測性と空間的予測性の二軸か
ら、自己と他者が識別できることを提案した［16］。他者と

・�ミラーニューロンの獲得において養育者の同調行動は
いかに重要であるか？

・�予測誤差の最小化規範は人間の本能的欲求なのか？予
測と快・不快の関係は？

3.1   自他認知における内臓感覚の扱いと、物体
と自他の関係

　第一のコメントのうち、まずは物体と自他認知の関係
について答えたい。議論を簡単にするため、ターゲット
論文では自己と他者のみを予測学習の対象とし物体を含
めなかったが、物体は自己と非自己の間を動的に移動す
る対象として定義することができる。佐藤氏の指摘通り、
自己が物体を操作しているときは物体の予測誤差はゼロ
となり、予測学習モデルに従うと物体は自己の一部とみ
なされる。反対に、物体を操作していないときは、他者
や環境変動によって物体が変化しうることから予測誤差
が生じ、非自己と認識される。興味深いことに、サルを
対象とした神経科学実験で、この議論が正しいことが証
明されている［13, 14］. 道具の身体化と呼ばれるこの現象は、
サルが道具使用を学習した前後で視覚と体性感覚の両方
に反応する bimodal� neuron の活動を調べると、学習前
では自己身体にのみ反応していたのが、学習後には道具
に対しても同様に反応し、道具が身体の延長として認識
されていることを示している。学習前は道具の予測誤差
が大きいので非自己、学習後は予測誤差がゼロに近くな
るので自己と、まさに予測学習モデルで実現されること
が神経科学的に証明されている。認知発達ロボティクス
では、このような知見をもとに道具の身体化を説明する
計算論的モデルも提案されており［15］、今後、それらの研
究との関連も議論していきたい。
　次に、腹痛などの内臓感覚が自他認知においてどう扱
われるべきかという問題であるが、確かに佐藤氏の指摘

図3　�時空間的予測性に基づく自他認知。乳幼児は自他の区別がつかない状態から（左）、感覚・運動情報の予測学
習を通して徐々に自己と他者の識別を学習する（右）（［16］より改変）。
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性は視覚的特徴だけではなく、聴覚や触覚など他の感覚
信号においても検出されるし、低次の信号だけではなく
運動目標や意図といった高次の情報からも評価すること
ができる。つまり、養育者が乳幼児を模倣したり同期し
て運動したりしなくても、乳幼児と養育者間で何らかの
社会的・随伴的関係を形成していれば、十分にミラーニ
ューロンは創発すると考えられる。

3.3   予測誤差の最小化規範の生得性と、予測誤
差と快・不快の関係

　第三のコメントに関して、著者は予測誤差の最小化が
多様な認知機能の発達の基盤であり、乳幼児に生得的に
備わっている能力であると考えている。これまで、乳幼
児の認知発達を計算論的にモデル化した研究［21-23］では、
神経回路モデルや強化学習モデル、ベイジアンモデルな
どさまざまな学習機構が用いられ、多様な認知機能が独
立にモデル化されてきた。これに対して、本研究は予測
学習という共通基盤に基づいて複数の認知機能の発達を
統一的に説明しており、予測学習が他の機構に比べて発
達原理としてより妥当性が高いことを示している。
　さらに近年、認知神経科学の分野から自由エネルギー
最小化原理［24］が提案され、予測学習の重要性が指摘され
ている［25, 26］。自由エネルギー最小化原理とは、人間の脳
が予測精度を高めるように学習し行動選択を行うこと
で、自由エネルギーを最小化し平衡状態に遷移しようと
する仕組みである。ターゲット論文で提案した予測誤差
の最小化規範は自由エネルギー最小化原理とアイディア
を共有しており、著者らはそれを計算論的モデルとして
構築し、ロボットを使った学習実験を行うことで、個々
の認知機能だけではなく、それらの発達過程の複雑なダ
イナミクスも説明できることを実証した。ただし、5章
で紹介する鹿子木氏のコメントにもある通り、予測学習
モデルにも限界があり、これだけでは説明が難しい認知
発達現象もいくつか存在する。それについては、5章で
詳しく議論する。
　また、予測学習と快・不快については、2.2節で議論
した予測学習に基づく情動発達モデルと、3.1節で議論
した内臓感覚の問題が関係していると考えている。佐藤
氏は予測誤差の小さい状態が快に相当し、大きい状態が
不快に相当するのではないかと提案しているが、著者の
仮説はそれとは異なる。著者は、情動とは内受容感覚と

の相互作用を通して感覚信号をクラスタリングすると
（ここでは簡略化のために、物体に関する感覚信号を省
略する）、自己は時間的にも空間的にも予測性が高い感
覚信号の集合として、他者は時間的にも空間的にも予測
性が低い感覚信号の集合として検出される。内臓に痛み
を感じたり脚の制御が困難な状態というのは、おもに時
間的な予測性が低くなっている状態であり、空間的予測
性には変化がない。つまり、内臓感覚を常に自己と認識
できるのは、空間的予測性のおかげであると説明できる。
ここで述べている時間的予測性と空間的予測性は、実は、
従来から認知科学研究で提案されてきた自己主体感と自
己所有感［17］にそれぞれ対応しており、予測学習に基づく
自他認知はこれらを計算論的視点からより精緻にモデル
化したものとなっている。

3.2   ミラーニューロンの獲得における養育者行
動の重要性

　第二のコメントに関して、ロボットを用いたミラーニ
ューロン創発の実験では、発達初期に自他が未分化な状
態を持つことで、発達後期にミラーニューロンが創発す
ると説明した。ターゲット論文では、「養育者はロボッ
トに対してある程度随伴的に応答する」と述べているが、
実際には、養育者は30％の割合でロボットの運動を模倣
し、70％でランダムな運動を生成している。この割合を
変化させていくつか実験を行ったところ、模倣の割合が
低すぎると、自他の信号は発達初期から分化するためミ
ラーニューロンが創発せず、反対に、模倣の割合が高す
ぎると自他が分化せずに、発達後期でも自他を識別でき
ないことを確認した［18］。本結果から、著者らは養育者の
乳幼児に対する随伴的応答が、自他認知とミラーニュー
ロンの発達に重要な役割を持つと考えている。実際に、
著者らが行った乳幼児―養育者インタラクション実験で
も、養育者の応答には高い随伴性があること［19］、また、
それが乳幼児の発達に応じて適応的に変化することが明
らかになっており［20］、上記の重要性を支持している。
　ただしここで注意すべき点は、養育者による模倣のよ
うな同期的振る舞いが、乳幼児のミラーニューロン創発
の唯一の鍵ではないということである。ターゲット論文
に示した実験では、腕の上下運動という自他間の視覚的
な類似性が重要である動作を用いたため、養育者による
運動の模倣が必要であった。しかし、自己と他者の類似
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予測学習モデルの入力には感覚信号 si（t）と運動指令の
遠心性コピー aj（t）が、そして出力には同様に ŝi（t＋1）
と âj（t＋1）が含まれている。ロボットの実験例として示
した自他認知の発達モデル、目標指向動作の学習モデル、
そして利他的行動の創発モデルのいずれでも、予測学習
に感覚と運動の両信号を用いており、田中氏の提案する
可制御性を自他認知の規範とする考えには同意である。
　では、なぜ著者が「感覚・運動情報の予測性」という言
葉で認知発達を説明するのか。それには、大きく二つの
理由が挙げられる。第一に、田中氏が指摘している予測
可能性と可制御性は独立した因子になっておらず、二つ
の規範に冗長性が存在する。たとえば自然界の現象のよ
うに、予測可能性が高く可制御性が低いという対象があ
る一方で、可制御性の高さは必ず予測可能性の高さに一
致する。対象が制御可能であるということは、自己の運
動によって対象に関する感覚信号を予測した通りに変化
させていることを意味し、高い予測可能性と等価となる。
別の言い方をすれば、可制御性は予測可能性に包含され
る関係である。予測可能性と可制御性の2次元空間で自
己、他者、物理的対象を定義した研究［30］では、自己と他
者が予測可能性と可制御性がどちらも高い存在（自己）
と、どちらも低い存在（他者）として定義されており、二
つの規範の冗長性が否めない。唯一、物理的対象が予測
可能性と可制御性が必ずしも一致しない対象として示さ
れているが、著者の興味である社会的認知発達を考慮す
ると、自己と他者をより精緻に識別できる規範を示すこ
とが重要である。
　第二の理由として、予測可能性と可制御性の代わりに、
感覚・運動情報の時間的予測性と空間的予測性という独
立した二つの軸を自他認知の規範とすることで、上記の
冗長性の問題を解決し、より多くの認知機能を説明でき
ることが挙げられる。3.1節で議論した通り、時間的予
測性を用いることで自己主体感を評価することができ、
空間的予測性を用いることで自己所有感を評価すること
ができる。これまで、多くの研究で自己主体感と自己所
有感が議論され、さらに認知心理実験等で人間がこれら
をどう評価しているかが検証されてきたが、それを計算
論的に説明するものは著者の知る限りなかった。また、
これは3.1節で佐藤氏からのコメントに回答する過程で
新たに気づいた点であるが、内臓感覚からの自己認知の
問題も、時間的・空間的予測学習の枠組みで説明するこ

外受容感覚から入力される信号を統合することで形成さ
れる表象であり、こららの表象に予測誤差が生じること
によって喚起すると考えている。3.1節で、内臓感覚は
通常は予測誤差がゼロであるため意識されることはな
く、空腹や腹痛のときに予測誤差が生じることで意識に
上るのではないかと説明した。情動もこれと同じであり、
ニュートラルの状態では意識されることはないが（意図
的にそれを知覚しようとするときを除いて）、快や不快
に変化した際に信号の高次抽象表現に予測誤差を生じる
ことで知覚されると考えられる。驚くべきことに、当事
者研究によると ASD 者にとって空腹感を知覚すること
は難しい課題であり［27, 28］、また、従来研究から、ASD
者による自己情動の認識や制御は困難であることが知ら
れている［29］。これはまさに、予測学習の非定型性が内部
モデルの非定型性を生じ（ターゲット論文図6参照）、予
測誤差への過敏性もしくは鈍麻性によって、予測誤差か
ら喚起される情動をうまく知覚、制御できないのではな
いかと推測される。ただし、以上の議論は仮説の域を出
ておらず、今後、実際に計算論的モデルを構築すること
で仮説を検証したいと考えている。

4 田中宏和氏のコメントに対する回答
　田中氏には計算論的視点から感覚・運動情報の予測学
習を順モデルと逆モデルの機能として整理していただ
き、さらに、予測性の定義について以下の指摘をいただ
いた。
・�予測可能性と可制御性のどちらが自他認知の計算論的

規範として妥当であるか？

4.1   自他認知の計算論的規範としての予測可能
性と可制御性

　田中氏によると、予測可能性とは自己の運動指令に関
わらず感覚信号のみで規定される特性であり、天体の動
きや潮の満ち引きのように自然界の現象も予測可能性の
高い現象として扱われる。一方、可制御性は自己の運動
指令とそれがもたらす感覚信号の変化によって規定され
るものであり、こちらが自他認知の規範として妥当では
ないかと指摘している。これらと比較して、著者の提案
する予測学習モデルでは、一貫して「感覚・運動情報の
予測性」を議論しており、これは田中氏の可制御性の定
義に一致する。ターゲット論文の図1に示している通り、
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獲得するのに有効であり、今後の研究でその役割を明ら
かにしたいと考えている。
　そして二つ目の限界は、予測学習機能の発達的起源で
ある。3.3節で、予測学習機能は乳幼児にとって生得的
であると述べた。さまざまな発達現象を観察すると、こ
の考えは妥当であるかのように思われる。しかし、予測
学習機能が遺伝的に備わっているのか、それとも胎児期
の経験によって獲得されるのかは不明である。さらに本
研究では、システムへの入出力信号や学習則を設計者が
与えることで予測学習機能を実現しているが、多様な信
号が入出力される人間の脳が、ニューロン集団のダイナ
ミクスとして予測学習をどう実現しているのかは明らか
になっていない。近年では、個々のニューロンのスパイ
ク活動からミクロな現象をモデル化し、大規模なスパイ
クニューラルネットワークモデルを構築することで、人
間の脳に見られる機能的なマクロな現象を再現すること
も試みられている［31, 32］。このような研究によって、今後、
予測学習の発達起源が明らかになることを期待したい。

5.2   計算論的アプローチから発達研究に提示す
る新たな知見と方向性

　第二のコメントは、計算論的アプローチから発達研究
へのフィードバックである。認知発達ロボティクスは、
発達研究や神経科学研究から知見を学び計算論的モデル
を構築することで、発達現象の再現とメカニズムの理解
を試みてきた。そして、そこで得られた知見を発達研究
や神経科学研究にフィードバックすることで、新たな研
究の方向性を提示することが期待されている。しかし、
鹿子木氏の指摘通り、これまでの研究の多くは発達現象
の再現にとどまり、有用なフィードバックができていな
いのが事実である。これには、次節の問題も関係してお
り、モデルの妥当性が足りなかったためであると考えら
れる。
　著者がターゲット論文で提唱した感覚・運動情報の予
測学習に基づく発達原理は、これまでの限界を超えて研
究の新たな方向性を発達研究に提案している。まず、自
他認知の発達に関して、時間的・空間的予測性を規範と
したモデルは、これまで明確に定義されていなかった自
他を識別する定量的指標を提示するものであり、この指
標を用いてより系統的な行動実験パラダイムを設計する
ことが可能になる。ミラーニューロンの創発では、自己

とができる。以上のように、感覚・運動情報の予測性は
田中氏が提案する可制御性と等価であり、さらにより多
くの認知発達現象を説明できることから、本研究では感
覚・運動情報の予測性として議論を続けたいと思う。

5 鹿子木康弘氏のコメントに対する回答
　鹿子木氏には発達心理学研究の立場から、計算論的ア
プローチ全てに共通する重要な課題を指摘いただいた。
・�「感覚・運動情報の予測学習」という発達原理の説明可

能範囲と限界は？
・�計算論的アプローチによる発達現象の再現には、再現

以上のメリットがあるのか？発達研究の新しい方向性
を指し示すような知見は提供されるのか？

・モデルの妥当性は何によって担保されるのか？

5.1   「感覚・運動情報の予測学習」に基づく発達
原理の説明可能範囲と限界

　最初のコメントは、ターゲット論文で提案した感覚・
運動情報の予測学習に基づく発達原理が、乳幼児の発達
現象をどこまで説明可能かを明らかにすることである。
これについては、ターゲット論文に明記すべきであった
が、おもに二つの限界があると考えている。
　まず一つ目は、真の意味での「社会的」認知機能の実現
である。たとえば、利他的行動の研究では、ロボットは
自己の予測誤差を最小化しようとする規範を持つだけ
で、利他的行動を創発できると説明した。確かに、ター
ゲット論文の図5に示した通り、ロボットは人間が失敗
した動作を代わりに達成することができたが、果たして
これは利他的であろうか。著者は、ここで再現された現
象はあくまでも利他的行動の原初であり、真の社会的行
動を獲得するためには環境や他者からの「報酬」を学習に
組み込む必要があると考えている。社会的報酬は、予測
学習で獲得した認知機能に社会的なバイアスを付加する
のに重要であり、高次の認知機能である倫理や道徳も、
社会的報酬に基づいて獲得されると考えられる。社会を
一つのダイナミクスと捉え、予測学習によってそのダイ
ナミクスも学習することは、無限の経験と学習時間を利
用すれば理論的には可能であろうが、生後から限られた
時間を持つ人間の場合は難しい。人間の認知発達におい
て、社会的報酬は有限時間の経験と学習をベースとする
予測学習だけでは獲得し得ない、複雑なダイナミクスを
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された課題である）。二つ目は、発達現象を再現する際に、
ロボットに与える機能を対象とする乳幼児の発達月齢に
合わせて設計することである。たとえば、自他認知の発
達では視覚の精緻化がミラーニューロン創発の鍵となっ
ているが、そのメカニズムを乳幼児の視覚発達を詳細に
調べることで設計した。また、利他的行動の創発では、
乳幼児の月齢に完全に一致させるのではなく、それより
も低い月齢の最小限の機能をロボットに実装することで
モデルの妥当性を確保した。三つ目として、これが最も
重要なポイントであるが、本研究では発達現象を認知機
能ごとに個別にモデル化するのではなく、多様な認知機
能を共通のメカニズムでモデル化することで、モデルの
妥当性を担保することが挙げられる。鹿子木氏が指摘し
ているモデル化における自由度とは、ある一つの現象を
説明する際に、それを再現可能なモデルが複数存在しう
ることで、そのような状況ではモデルが妥当であるかの
判断は難しい。これに対して、本研究では複数の認知機
能を共通基盤で説明することで、そもそものモデル化に
おける自由度を下げている。今後は、より多くの認知機
能を感覚・運動情報の予測学習に基づきモデル化するこ
とで、著者が提案する発達原理の妥当性をより高めたい
と考えている。

6 おわりに
　4名の研究者からいただいたコメントに対して、ポイ
ントを絞りながら回答してきた。この回答書を作成する
過程で、これまでに考えていなかった課題や、新たな可
能性が多く見つかり、改めて感謝の意を表したい。特に、
ASD における情動の不安定性と感覚過敏の関係や、内
臓感覚を含めた自他認知など、著者自身も気づかなかっ
たモデルの拡張性が、コメントから引き出されたと思う。
今後は、ここで議論した内容を実際に計算論的にモデル
化し、ロボットに実装して評価、検証することで、計算
論的アプローチから乳幼児の発達原理の解明に貢献した
いと考えている。
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