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1．は じ め に
画像認識分野での進展を皮切りに深層学習が目覚まし
い成果を上げたことで，人工知能（AI）が人の知能を超
えるのではないかという考えや期待が広がっている．こ
のような AI 研究において，感情は知能とは異なる機能
や存在として，人や生物と人工物を分かつものとして捉
えられてきた．一方で認知科学や神経科学の分野では，
感情は知能（いわゆる論理的な情報処理）と背反するも
のではなく，その一部であると捉えられており，感情に

図1

OS の様子

関わる知能では，身体的・社会的な情報を扱うことが重
要だと考えられている．このような知能に関する考え方

見を取り込み，構成的アプローチによる感情研究を促進

の中で，感情を理解できず感情をもたない AI が真に知

することで，これまで曖昧なものだと思われてきた感情

能を獲得し，そして人の知能を超えることがあり得るの

の本質を明らかにするための足掛かりをつくりたい．

だろうか？
本オーガナイズドセッション（OS）
「感情と AI」は，

初開催となる本年は，名古屋大学大学院情報学研究科
心理・認知科学専攻の大平英樹先生を招待講演者として

こうした著者らの問題意識のもと，2019 年の人工知能

お招きし，
「内受容感覚の予測符号化と感情の創発」と

学会全国大会で開催した新設 OS である．招待講演 1 件，

題してご講演いただいた．また OS 当日は，会場内の情

一般講演 8 件で構成され，一般講演では発表件数上限を

報共有と OS を（時間的にも空間的にも）超えた議論の

超える多数の原稿が投稿された．聴講者は 100 人を超え，

実施を目的とし，Sli.do を導入した．セッション中の限

立ち見も出るほどであり，会場に入れない人も多数いた

られた時間だけでなく，Web 上でも活発な議論が進ん

（図 1）
．このことは，AI 研究者の感情研究に対する興味

だことからも，多くの参加者に興味をもっていただける

や期待を端的に表している．

OS になったと考えている．

本 OS は，AI 研究における感情へのアプローチを通

本稿では，まず AI 分野におけるこれまでの感情研究

して，感情の本質やメカニズムについての議論を活性化

について簡単に述べる．また一般講演について言及した

することを目的の中心に据えた．そして，心理学や神経

後，大平先生の講演内容を概説する．最後に感情と AI

科学，認知科学など異なる分野における感情に関する知

に関する議論を展開し，まとめと今後の展望を述べる．
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念や知識をつくりだす．そしてこれらが，情動や感情と

2．人工知能分野における感情研究

深く関わっている．
残念ながら，現状の感情生成を目指した研究では，身

AI におけるこれまでの感情研究は，ロボットやエー

体反応や内受容の設定に問題がある．また，
「どのよう

ジェントによる感情の表出 [Breazeal 02, Kishi 13] や，

な条件を満たせばそれが感情といえるのか？」という究

Affective Computing [Picard 00] に代表される人の感情

極的な問いに正確に答えるのは難しい．しかし重要なこ

（表情）認識が主であった．つまり感情それ自体に迫る

とは，心理学や神経科学，認知科学などさまざまな分野

のではなく，コミュニケーションツールとしての側面を

における知見を取り入れるとともに，成果をフィード

捉えたものであるといえる．実際，感情表出の研究では，

バックすることである．この相互のやり取りにより本質

人工物は感情と呼べるものをもたず，あくまでも行動と

を見据えることが，今後の感情研究において有用である．

して感情があるように振る舞うための設計論が議論の中

また，相互に曖昧な部分を残したまま仮説を共有し研究

心である．また感情認識研究では，
認識精度に限界があっ

を進めていくアプローチも有用かもしれない．

たり，認識すべき感情カテゴリーの文化差 [Gendron 14]

後述する大平英樹先生の招待講演は，異なる分野の知

なども問題となる．これらは，感情を行動出力の側面の

見を取り入れるという点で非常に優れている．こうした

みで捉えたアプローチの限界を表している．

考えを基盤に，AI 研究が構成的なアプローチを推し進

感情がもつ一部の機能だけではなく，感情そのものを
人工物に与えようとした研究も存在する．例えば尾形ら
は，人の内分泌系における複数のホルモンの挙動を参考

めることで，感情研究の発展につながると考える．

3．一 般 講 演

に，ロボットの内分泌系を考えた．そして，自己保存の
観点からホルモンの挙動をモデル化し，それらの相互作

本 OS では，8 件の一般講演が採択された．投稿され

用によって変動するロボットの内部状態を感情として捉

た論文は発表上限数を超えていたため，情報開示された

えた [Ogata 00]．こうした，センサ値や他者との相互作

タイトルとアブストラクトに基づいて選定した．研究分

用により変化する感情をもとに，ロボットの情緒的な行

野をなるべく広くカバーするように選定しており，論文

動生成を試みている．また Lim らは，ガウス混合モデ

の質は考慮されていないことに留意されたい．

ルを用いて複数の感覚情報に共通する感情的特徴量を表

まず著者の一人である日永田は，
「ソマティック・マー

現可能な感情モデルを構築している [Lim 15]．この感

カー仮説に基づく行動選択」と題して発表した [日永田

情モデルは外部刺激から自身の感情を変容させるととも

19]．また，共著者の堀井は，
「制限ボルツマンマシンに

に，ミラーシステムとして他者の感情を推定することも

よる自由エネルギー最小化に基づく能動的知覚」と題し

可能である．実験では，人─ロボット相互作用場面にお

て発表した [堀井 19]．これらの発表は，本 OS の主眼で

いて自己と他者の感情状態を考慮した音声感情コミュニ

もある身体と感情の密接な関係について，計算モデルを

ケーションを実現した．共感コミュニケーション，つま

用いて議論することを目指しており，次章で述べる招待

りは自分や他者を考慮した感情の本質を捉えるために，

講演の内容とも関連している．特に堀井は，その中心的

浅田は共感発達ロボティクスの枠組みを提唱している

役割を担う自由エネルギー原理について議論している．

[Asada 15]．
著者らは，感情の発生や発達・分化に注目した研究を

続いて静岡大学の佐久間一輝氏は，
「深層学習の可視
化による神経科学的知見の抽出」と題して発表をした

進めている．堀井らは，視覚・聴覚・触覚の感覚様式に

[佐久間 19]．本研究は，感情に神経科学的にアプローチ

着目し，それらの感覚情報を統合することで感情発達を

しており，興味深い知見を得ている．

再現する計算論モデルを提案している [Horii 18]．また

大阪大学の内田貴久氏は，
「共感を目的とした対話に

日永田らは，ダマシオの概念モデルをもとに感情モデル

おけるユーザの選好に対する概念獲得手法に関する検

を提案，深層学習を用いて実装したうえで母子インタラ

討」と題して発表した [内田 19]．また，奈良女子大学

クションの中での感情分化を検証している [Hieida 18]．

の塚本麻衣氏は，
「論理モデルに基づく感情生起と感情

これらの研究の共通点は身体に着目していることであ

推測を行うエージェント」と題して発表した [塚本 19]．

り，ダマシオが提唱している「情動は身体反応であり，

これらの研究は，対話や物語といった文章情報より，ルー

その認知が感情である」[Damasio 03] といった考えに

ルベースで感情推論や感情生起を実現しており興味深

基づいている．感情を議論するうえで身体が重要なこと

い．また，広島市立大学の見尾和哉氏は，
「LSTM を用

は，感情の機能的側面を考えれば明らかである．感情は，

いた本心でない発話の自動検出」と題して発表し [見尾

自身の身体の状態と深く関わっている．体の外側の世界

19]，東京農工大学の熊谷和実氏は，
「経験に基づく個人

に関するセンサ情報が処理され，外受容感覚を生み，世

の感情推定モデル構築方法およびロボット行動生成への

界に関する概念や知識をつくり出すのだとすれば，自身

利用」と題して発表した [熊谷 19]．両者の研究ではピッ

の体に関する情報が内受容感覚を生み，身体に関する概

チや韻律などの音声特徴量や表情などの顔特徴量といっ
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た情報から，相手の感情を推定している．さらに熊谷氏
は，感情推定結果に基づいてロボットの行動を生成して
おり，人とロボットの相互作用を実現する手法の提案に
つなげている．これらの研究は Affective Computing の
考えに近く，実社会応用や人とのインタラクションを視
野に入れている．
玉川大学の宮田真宏氏は，
「感情の価値計算システム
仮説にもとづく人の推論システムの提案」と題して発表
した [宮田 19]．本研究は推論に主眼においたものであり，
複合的な機能に注目する重要な視点である．
本稿ではそれぞれの研究の概要のみを示しているた
め，詳細は各論文を参照されたい．

4．大平英樹先生による招待講演
本章では，大平先生の講演「内受容感覚の予測符号

図2

感情の心理学的構成主義（大平先生の資料をもとに再編集）

化と感情の創発」を概観する．この講演は，これまでの
感情研究の難しさから，近年脳の基本原理として注目さ

れにも，私達が経験するさまざまな感情を 1 対 1 で指し

れている自由エネルギー原理（特に予測符号化）の紹介

示すパターンは存在しないと主張しており，このことを，

と計算モデルの提案，心理学実験における生理反応や脳

感情の「指紋」は存在しないと表現している [Feldman

活動計測の結果から感情を明らかにしようとする試みな

Barrett 17]．これらの反証と呼応して，近年の感情科

ど，多岐にわたる内容であった．

学では，感情は身体内部の知覚である内受容感覚からコ
アアフェクトという基礎的状態が形成される過程と，コ

4･1 感情研究の難しさ

アアフェクトを言語により解釈するカテゴリー化の過程

我々は感情について強い実感をもっており，直感的に

から創発されるとする心理学的構成主義（psychological

簡単に理解できると考えてしまう．例えば，
「怒りとい

constructivism）に根差した感情のモデル [Moriguchi

う感情が存在する」
，
「誰でも同じような主観的な怒りを

13] が提案されている（図 2）
．コアアフェクトは，脳の

経験する」
，
「怒りは主観的な自己報告を記述することで

生成モデルによる予測に基づいた身体信号のベイズ的推

研究できる」といった具合である．これらの考え方から

論により形成されると考えられている．

導き出されるのは，自己報告を「教師信号」として脳活
動や生理的活動を測定すれば，
「怒り」を機械学習で推

4･3 内受容感覚，コアアフェクト，意思決定

定できるのではないかという考えである．しかしながら

上 述 の コ ア ア フ ェ ク ト の 形 成 は， 予 測 的 符 号 化

この考えは，誰しももっている人間の「心」についての

（Predictive coding）の考え方に基づいている [Friston

信念や思い込みである素朴心理学を十分に排除できてい

10]．予測的符号化では，知覚は単なるボトムアップ的

ない．思い込みを排除し感情をどのように捉えるべきか

処理ではなく，内的モデルによる予測と実際の入力信号

は，大きな問題である．

との比較により生起すると考える．そして脳は，内的モ
デルの更新か身体状態の変更のいずれか，もしくはそれ

4･2 感情の理論：基本情動説 vs. 心理学的構成主義

らの組合せによって予測誤差を最小化するように行動を

基本情動（basic emotion）説とは，Paul Ekman が提

制御する（図 3）
．知覚経験はベイズ的につくられる，つ

唱した，進化の過程で形成された少数の生得的な基本情

まり，入力された感覚信号と内的モデルにより生成され

動が存在し，この基本情動には固有の神経生理学的基盤

た予測（事前分布）との差から，ベイズの定理に基づい

が存在するという考え方である [Ekman 92]．この説に

て事前分布が事後分布に更新される一連の過程が意識さ

はいくつかの反証がある．例えば，表情認識研究のメタ

れたものである．そう考えると，内受容感覚は予測と現

分析では，表情による情動認識は，文化差が大きいこと

実の信号により創発されるバーチャルなシミュレーショ

が知られている [Gendron 14, Gendron 18b]．また，神

ンであるといえる [Farb 15]．予測的処理の神経基盤の

経画像研究のメタ分析では，個々の知覚，認知，感情で

研究 [Seth 16] は，島皮質（insula）がハブとなってい

特異的に活動する脳部位は存在しないといわれており，

ることを示しており，さらに島皮質は感情において重要

ほとんどの精神機能は脳の大規模ネットワークにより実

な役割を果たしていることからも，上述の議論の妥当性

現されていると考えられる [Lindquist 12]．また，Lisa

が示唆される．これまで説明してきたように，内受容感

Feldman-Barrett は，表情，脳活動，生理的反応のいず

覚（身体の知覚）が，感情の創発にそれほど重要なのは
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図 4 内受容感覚の計算論モデル（大平先生の資料をもと
に再編集）

なぜであろうか？ William James の以下の主張が，こ

時間特性も見逃すことのできない重要な点である．脳と

のことをよく説明している．
「身体の変化は喚起的事実

身体の生物学的システムは，異なる時定数で，しかも相

の近くに直接引き続いて起こり，そしてそれらの身体変

互に影響し合いつつ反応が進行する．すなわち，大きな

化が起こるときに生じるその同じ変化の感覚こそが情動

ぜい弱性（vulnerability）をもつことになる．これが，

なのである」[James 84]．

感情の本質かもしれない．

報酬，学習，意思決定，感情をシームレスに統合し
た例として，Keramati らの研究がある [Keramati 14]．

4･6 結語：感情をどう理解すべきか

この研究では，報酬予測誤差により身体状態のセットポ

我々は感情について強い実感をもっており，直感的に

イントを変更するシステムを提案している．また Joffily

簡単に理解できると考えてしまう．しかしその一方で，

らは，予測誤差（自由エネルギー）の変化のパターンと

我々はブラックホールを直感で理解しようとはしない

感情経験のつながりを議論している [Joffily 13]．大平

し，簡単に理解できるとも思わない．感情も研究対象と

先生は，予測的符号化のハブ領域と意思決定の関係を，

して同じであり，いったん素朴心理学を徹底的に廃して，

MRS（Magnetic Resonance Spectroscopy）を用いて検

定義と数理化を追求して研究すべきかもしれない．

証している [Ohira 14]．

5．議

論

4･4 内受容感覚の計算論モデル
大平先生は，Stephan らの提案をもとに内受容感覚
の計算モデルを提案している（図 4）[大平 18, Stephan

本章では，本 OS を通して得たものを振り返りつつ，
今後の方向性などについて議論する．

16]．このモデルでは，生理的状態の内的モデルが予測
を出力し，生理的状態の神経表象との予測誤差により内

5･1 身体と感情と人工知能

的モデルを更新する．生理的状態は自由エネルギー原理

大平先生の講演は，感情が身体反応や内受容感覚と

の枠組みの一つである能動的推論に基づいて制御され

密接に関わっていることを明確に示すものであった．そ

る．またこの計算モデルを用いて，不安障害やアレキシ

して身体反応や内受容感覚は，予測符号化でそのメカニ

サイミア様の身体反応をシミュレーションしている．

ズムの大枠を説明可能である．こうした感情に対する視
座は，異なる時定数で相互作用し，非常に複雑でぜい弱

4･5 カテゴリー化：感情創発における概念と文脈の意義

な身体システムと，そのシステムを安定化するための知

例えば，駅のホームで吐いている人を目撃したとき，

能のメカニズムがその背景にあることに気付かせてくれ

我々は予測誤差が拡大し驚きを知覚するかもしれない．

る．生物にはこうした身体という制約があり，その制約

そして，心拍数が上昇すれば怒り，心拍数が抑制されれ

下で行動を決定しなくてはならない．一方，人工物は死

ば嫌悪を知覚するであろう．このように，人の感情がカ

ぬことはなく，一度バッテリーが切れても充電すれば再

テゴリー化されているとしたとき，概念（例えば，怒

び動くことができてしまう．では，AI に身体は必要で

りや嫌悪）を高次の予測生成モデルの出力と考える．概

あろうか？ この問いに対する正しい答えは今のところ

念を適用することによって，内受容感覚モデルの精度

ないが，著者らは必要であると考える．それは我々つく

が高まり，分化し，安定した生理的反応が生じる．ま

り手が人工物に制約を与えることにもつながるが，この

た，言語ラベルは予測誤差最小化のために有効である

制約こそが感情の根源であり，人の感情メカニズムを再

[Gendron 18a]．文脈の影響としては，ヨークトパラダ

現し知るという文脈では不可欠である．次に来る問いは，

イムを用いた実験で，同じ報酬であっても文脈により生

身体をどのように実現すべきかである．近年は，シミュ

理的状態に変化が出ることが知られている．生体反応の

レーション技術の進展も目覚ましく，多くの AI 研究が
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シミュレーションによって支えられているのも事実であ

ある意味必然であり，究極的には，感情を人工的につく

る．ただし，シミュレーションでは再現できないことも

り出せる可能性はゼロではない．そのためにも，感情と

多く，実ロボットを使った研究の重要性の一つはそこに

呼ぶための要件は何か？ という問いに，向き合わなけ

ある．また，実際につくることで実応用にも生かせる可

ればならない．

能性があるのも実ロボットの利点である．しかしその一
方で，ハードウェアを用いるコストは莫大であり，どの

AI 研究では，何かをつくることが先に来てしまい，
その本質を検証するところが弱くなりがちである．本

ようなハードウェアであれば人間の感情メカニズムを再

OS での知見を受け，それをシステムとしてつくり，実

現できるかは未知である．そうした中，近年のロボティ

際のコミュニケーションにおける検証や，シミュレー

クス分野では，ソフトロボティクスが急速に発展してき

ション，システム内部の可視化などを通して，より深く

ており，身体的に柔らかいロボットの制御困難性の中に，

メカニズムの検証を行っていくことが重要である．

感情の一端を見いだせる可能性がある．
5･4 応用としての感情研究
5･2 自由エネルギー原理に対する批判
自由エネルギー原理は必ずしも万能な原理ではなく，

最後に，応用という視点で感情研究の方向性を考えて
みたい．ここでは再び，
「AI に感情は必要か？」という

批判もある．その一つが「暗室問題」である．もし生き

問題に行き当たる．その答えは，応用先に依存するであ

物にとって予測誤差＝自由エネルギーの最小化だけが目

ろう．例えば決まった表情を認識するための識別器が，

指されるのであれば，予測誤差が生じない，すべての感

感情をもたなければならない理由は見当たらないし，大

覚が遮断される暗室に閉じこもっているのが，最も適応

量のデータによって学習されたニューラルネットワーク

的なはずだという疑問である．これに関して，大平先生

は，人間を超えた精度や速度で表情を見分けるであろう．

は下記のように述べている．1）現実の環境は多次元で

しかしこれが，他者の心的状態を認識・理解するという

不確実であり，否応なく常に予測誤差が生じるので，そ

応用になれば話は別である．人は他者の心的状態を，自

の対処のために行動が必要になる．2）生き物にはエネ

分を通して認識し理解することができる．これは，共感

ルギーが必要であり，それは常に消費されるので，獲得

や社会的な高次感情にも関係している．情動伝染やミ

するための行動が必要である．この暗室状態に最も近い

ラーシステムなどの存在を考えれば，人に共感する AI

のが，薬物，アルコールなどへの依存症だと思われる．

やロボットには，感情が必要かもしれない．

依存症になると依存対象への渇望が極大化する一方で，

SF では，人の意識をサイバー空間にアップロードす

その他の物事は報酬として機能しなくなる．こうした依

るような話も存在する．人が身体を捨てるというのは夢

存症では，もし上記の 2）が満たされるのであれば，薬

のある話ではあるが，身体を捨てたときに果たしてその

物などの依存対象への予測誤差だけが問題になり，それ

存在は人と呼べるものなのかは疑問である．つくれるか

を最小化するために喜んで暗室に引きこもるだろう．実

どうかや新しさだけではなく，最終的にどのようなもの

際そうした患者は，古来多く存在している．その意味で

を求めるべきなのかを，我々は考えていかなければなら

「暗室問題」は，自由エネルギー原理の批判というより，

ない．感情のメカニズムを明らかにすることは，そうし

むしろ支持するものになっている．

た人工物と人との関わりや，倫理的な問題を考えるうえ
でもさまざまな示唆を与えてくれるはずである．

5･3 感情研究の方向性
感情を知るためには，本来，人を調べるべきであると

6．まとめと今後の展望

いう考えに対して，我々 AI 研究者は AI やロボットとい
う新しいツールを使った方向性を強く打ち出すべきであ

感情に関する研究は少なくない．しかし，その本質に

る．そして今我々がすべきことは，まさにつくることで

なかなかたどり着けないのは，素朴心理学を廃せないこ

ある．例えば，自由エネルギー原理は概念的な原理であ

とと，各分野の感情研究がバラバラになされていること

り，それをどう実装するかは明らかではない．そして実

に起因しているのかもしれない．また感情の研究者はそ

装し動かすことで，人間では不可能な実験や内部状態の

れぞれ，感情についてのこだわりをもっており，そのこ

可視化が可能となる．それ以前に，道具としての AI が，

だわりが他を受け入れにくい傾向にあるように思える．

身体のぜい弱性を乗り越えることができるかは，非常に

一度，それぞれのこだわりをぶつけ，徹底的に感情の本

興味深い点である．実際，著者らはこれまで，外受容や

質について語る必要があり，その輪を広げていくことが，

固有受容を対象にカテゴリー化（概念化）や言語獲得の

感情の解明につながると考える．本 OS は，感情の本質

問題を，AI やロボットという道具を使って研究してき

について語る場として新設したものであるが，感情とい

た [長井 12]．そこで目にしたのは，完全に人間とは同

うワードにこだわり過ぎず広く議論できることが，最終

じでないにせよ，ロボットが概念を獲得し，言語を理解

的には感情の本質にたどり着く道筋をつくるのかもしれ

できる可能性である．これを内受容に拡張することは，

ない．そして AI は，感情メカニズムの解明と感情認識
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など社会的な応用という二つの側面で重要な役割を果た
すはずである．
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