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要旨
　新学術領域研究「構成論的発達科学」は、胎児期から幼
児期までの認知発達モデルを構成し、環境変動下での発
達変化を実験的に示し、臨床医学的知見および当事者研
究と対応づけて発達原理の解明と発達障害の新たな理解
を提示すること、および、これに基づき、発達障害の早
期からの包括的診断法と発達障害当事者の観点から真に
有効な支援法・支援技術を構築することを目指し、5年
間の融合研究を完了した。初期身体性から社会性発達に
接続する観測データと発達モデル・理論の確立、胎児
期・新生児期の運動・自律神経機能・睡眠の特性と社会
性発達予後との関連性の確立と新たな診断尺度開発、当
事者の困りごとの理解と解決を支援する手法や技術の構
築など、重要な成果を挙げるとともに、真に分野超越的
な新たな学術領域を確立した。

1．はじめに
　人の心はいかにして発生し発達するのか？発達障害は
なぜ起こるのか？その解明は胎児期にまでたどるべきと
の見方が近年急速に強まっている。しかし、ヒトの胎児
からの発達に関して「なぜ？いかにして？」を問う研究
は、倫理的にも技術的にも従来の方法論では極めて困難
である。構成論的発達科学は、ロボティクス、医学、心
理学、脳神経科学、当事者研究が密に協働して、胎児か
らの発達を観測、モデル化、実験、解釈することで、そ
の本質を解明し、さまざまな環境要因に伴う変化の様相
を明らかにするとともに、新たな発達障害理解に基づき、
真に適切な包括的診断法と支援法、支援技術を構築する
ことを目指している。

1.1　背景
　人の心は、脳、遺伝子、身体、環境、他者、社会、文
化にまたがる極めて複雑な相互作用の上に成り立ち、生
涯を通じて常に変化し続ける。その本質と異変を理解す
るためには、要素還元論を超えて、相互作用全体の構造
とその変化の原理を解明することが不可欠である。変化
は相互作用によって引き起こされ、相互作用自体を変え
る、いわばブートストラップ的な連続過程であり、した
がって、それを真に理解するためには原初のシステムま
でさかのぼり、そこからの発達のロジックを解明する必
要がある。
　発達心理学では90年代に E. Thelen が “ ダイナミック
システムアプローチ ” を提唱し［1］、力学系の概念に依拠
して多様な連続的相互作用から変化と構造が生まれる理
論的枠組みを導入した。また、多様な認知能力が従来の
定説より若い月齢で確認され続け、新生児でさえ認識、
記憶、模倣などの認知能力を有することが確認された。
さらに、超音波撮像法の進歩に伴い、胎児の行動が精密
に観測可能となると、胎児期の運動発達や感覚応答行動、
学習能力が発見されて発達論の視野に入り、最近急速に
知見が増えている。
　脳神経科学では、近年、機能局在論を補う形でシステ
ム論的理解の重要性が指摘され、大脳全域の機能ネット
ワークなどの研究も急速に進展している。また、従来個
別的にモデル化されてきた認知機能を発達的に統合する
理論も構築されている。さらに、周産期・新生児期のシ
ナプス過剰形成と刈込みや、大脳皮質の初期形成過程で
の神経活動依存性が明らかになり、初期発達中の感覚運
動経験が脳の形成に影響する可能性が示唆される。
　ロボティクスでは、80年代以後、環境相互作用に基づ
く知能、身体性認知科学などの潮流が生まれ、90年代半
ばから認知発達ロボティクスが開始された。作る立場か
らの必然的疑問として、身体・環境相互作用を通した発
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達を起動する原初のシステム要素と動作原理は何か、が
大きな未解決問題となった。これについて、國吉らは身
体性を通した高次元カオス結合系からの行動創発原理を
提案し、それがヒト胎児を模した身体・神経系の簡易モ
デルにも起こりうることをシミュレーション実験で示し
た［2, 3］。
　発達障害は、近年その症例数が急増し社会問題化して
いる。しかしその多くの発生原因はいまだ解明されてお
らず、療育法も対症療法や経験則による部分が大きい。
特に、自閉スペクトル症（ASD）や注意欠陥・多動性障
害（ADHD）、学習障害（LD）については近年、多くの関
連遺伝子が報告されているが、症状と相関する遺伝子の
特定だけでは発生原理の理解にならず、環境要因が絡む
発現過程の解明が課題との指摘がある［4］。最近、これら
の障害の要因の一部が周産期の環境経験の異常や早産に
よる胎内経験短縮にある可能性が指摘され［5-7］、ここで
も胎児期が視野に入ってきた。
　総合して、心の解明にかかわる複数の学問分野がいず
れも、相互作用的、システム論的理解と、胎児期からの
初期発達に焦点を当てつつある。しかし、そこには研究
方法上の困難が伴う。胎動の観測はリアルタイム3D 超
音波撮像（いわゆる4D 超音波）やリアルタイム MRI など
で可能だが、操作的な実験は技術的にも倫理的にも音刺
激など極めて限定される。したがって振舞いに関する因
果関係を解明することが困難である。この事情は新生児
についても大きく変わるものではない。さらに、要素間、
相互作用間の結合が強く、全体の振舞いは要素の振舞い
の総和とならない創発性を有する。そこで、要素的知見
と仮説に基づくシステムモデルを環境中で動作させ、複
雑な相互作用の結果としての振舞いを対象と比較し、仮
説の改善や不足要素を補い、また環境変動などに伴う変
化を観測して、対象理解を構築する構成論的方法（図1）
が重要な役割を担う。

1.2　課題とアプローチ
　全体としての研究目標は以下のとおりである。胎児期
から幼児期までの認知発達モデルを構成し、環境変動の
もとでどのように発達が変化するかを実験的に示し、臨
床医学的知見および当事者研究と対応づけることで、発
達原理の解明と発達障害の新たな理解を提示する。また、
これに基づき、発達障害の早期からの包括的診断法と発
達障害当事者の観点から真に有効な支援法・支援技術を
構築する。
　この中で特に、身体運動発達と身体感覚・視聴覚の統
合認知の発達が他者認知などの社会的認知基盤に接続す
るまでを中心的課題とする。そして、自閉スペクトル症
の一般的診断基準である「生得的な社会的認知障害の有

無」に代わる発達論的理解を提示することを目指す。具
体的には以下の三本の柱が相互に有機的に連携して研究
を進めた（図2）。
　A．構成論：人間科学および当事者研究からのデータ
と仮説を統合し、胎児から幼児期までの認知発達モデル
を構築し、環境変動を加えた実験を行う。また、人間科
学の観測に用いる新たな計測・解析技術を開発し提供す
る。さらに、当事者研究や人間科学分野と協力して、発
達障害者の支援技術の開発に取り組む。
　B．人間科学：胎児期から幼児期までの定型発達と発
達障害の発達過程を、定期的な経過観測によって明らか
にし、そのデータを構成論に提供する。臨床医学、発達
心理学、脳神経科学の最近の知見を網羅し、運動・知覚・
認知・言語から社会性や睡眠の発達まで、個別領域の発
達のみならず領域間の関係を明らかにし、発達早期から
の包括的診断法を構築する。社会的認知の基盤である自
他認知につながる身体感覚の発達については特に重点を
置き、周産期児を対象として精査し、モデル構築に寄与
する。
　C．当事者研究：発達障害者が自らの感覚や経験を観
測し体系的に記述し、内部観測理論を構築し、構成論や
人間科学に提供する。すでに、通常「社会性の障害」とさ
れる自閉症の本質が実は身体感覚や視聴覚などの情報統
合の困難であるとする「情報のまとめあげ困難説」を見出
しており、これを軸に研究を展開する。その検証のため
の実験心理学的評価と、理論を踏まえた支援法・支援技
術の構築、当事者研究の治療的意義の検証にも取り組む。
また、構成論が構築するモデルや支援技術と人間科学か
らの知見について当事者観点からの検証と意味付けを行
う。

 

  
図1　構成論的方法

直接的に因果関係を検証出来ない事象に対して、構成要素や生成
原理を与え、複雑な相互作用を通して発現する結果を検証・解釈
し、構成要素や生成原理の調整を繰り返しながら真理を探る手法。
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2．主な研究成果
　認知発達については、初期身体性から社会性発達に接
続する観測データと発達モデルを、胎児～新生児と新生
児～幼児について確立し、環境変動などに伴う変化につ
いても観測とモデル実験により示した。当然、認知機能
や発達のすべてをモデル化・実験できたわけではない
が、身体性と社会性の関連において重要な身体表象、感
覚運動情報の統合と予測、模倣などの他者とのやりとり、
などに焦点を絞ることで、胎児から幼児までをつなぐ観
測知見とモデルセットを確立した。これらを含め最新の
知見も総合して、初期身体性から社会性までの認知発達
を説明する領域共通発達脳モデルを提案した［8］。周産期
の抑制機能と社会的認知発達の関連性について当初想定
外の新たな重要な発見もあった。
　発達障害の新たな理解に基づく診断法と支援法・支援
技術に関しては、胎児期・新生児期の運動、自律神経機
能、睡眠の特性と社会性発達予後との関連性を確立しつ
つ新たな診断尺度を開発し、発達早期からの包括的診断
法を開拓した。また、当事者の困りごとの解決を支援す
る当事者視点を重視した支援法・支援技術に加えて、
ASD の感覚経験を定型発達者が体験できるシミュレー

タを構築した。これは体験を通して定型発達者を当事者
に近づけるという、従来とは逆転の発想による技術で、
本領域の理念を体現する当初想定外の成果である。
　以下に、主な成果を紹介する。

2.1　�初期身体性から社会性発達に接続する観測デー
タと発達モデル

　本研究の中心課題である、胎児・新生児期の身体感
覚・運動の特性と乳幼児期の社会性との関係について
は、従来、早産児の発達障害リスクの高さ［5-7］、ASD 者
における模倣、身体図式、協調運動の特異性［9-11］など、
多くの関連する知見や傍証があるものの、関連性を直接
示す具体的なデータは報告されていなかった。これにつ
いて、①早産児条件での発達シミュレーションによる脳
の身体表象・感覚統合異常の発生、②新生児運動指標と
3歳児発達遅滞の関連性、③周産期の副交感神経などの
抑制機能と12、18ヵ月時の社会的認知特性との関連性、
④予測学習と予測誤差検出に基づき、感覚運動レベルか
ら社会性に接続する知見とモデルを確立した。また、こ
れらを含め、最新の知見も総合した⑤領域共通発達脳モ
デルを提案した。これらをはじめとする研究成果全体に
より、図3に示すように、胎児期の身体性から幼児期以

 

  

図2　構成論的発達科学
（文中が詳しいので省略）
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後の社会性に接続する知見とモデルをデータに基づき確
立した。

2.1.1　�早産児条件での発達シミュレーションによる
脳の身体表象・感覚統合異常

　発達原理解明のためには、相互作用全体の構造とその
変化の原理を調べる必要がある。われわれは、詳細な生
体情報を基にした、身体、環境、脳の統合モデルを構築
し（図4a-g）、発達をシミュレーションすることで、環
境と身体の相互作用の変異が脳発達に変異を与えること
を示した［12］。身体モデルには、ヒト胚子・胎児標本（京
都大学先天異常標本解析センター）の MRI 計測、市販の

胎児骨格レプリカの3次元計測、および解剖学文献デー
タを利用し、従来より格段に精密・正確な、筋数494（従
来は198）の胎児筋骨格モデルを構築した。脳モデルには、
新生児の全脳の大域結合構造を DTI データ（久留米大学
医学部）から抽出し、動物実験でのパラメータを利用し
た260万個の LIF（Leaky Integrate and Fire model）ニ
ューロンからなる53億シナプス規模のネットワークを構
築した。また、計算量を劇的に縮減するアルゴリズムの
開発に成功し、従来法と比較して100倍以上の性能を達
成した。
　構築した身体モデルを、子宮壁と羊水のある子宮内と、
空気中の平板（ベッド）上である子宮外の二種類の環境

 

  図3　本新学術領域で得た成果の流れ
胎児期・乳幼児期から生じるさまざまな異常とその後の発達や社会性の問題に繋がりが、身体性
の観点や予測誤差モデルで説明しうることを示す。

 

  

図4　身体 - 環境 - 脳の統合モデル（［12］より）
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で、脳幹 - 脊髄系に対応する神経振動子と反射回路によ
り自発運動させ、体性感覚（固有感覚、触覚）入力を大脳
皮質モデルに与え STDP 則（Spike Timing Dependent 
Plasticity）に従って学習させた。
　学習後のモデルに感覚刺激を行い大脳皮質の反応領域
を算出すると、子宮内環境での学習条件において子宮外
学習条件より有意に広い反応領域を示した（図5a-d）。
この成果は、胎児期の身体性を通した感覚運動経験異常
と皮質形成異常の因果関係を構成論的に提示したもので
あり、運動障害を呈する早産児に観察される皮質形成異
常や、ASD 児でみられる触覚刺激に対する感覚野の応
答低下などを説明する成果である［13, 14］。
　さらに、上記同様に固有感覚と触覚のみについて子宮
内 / 外で学習させた二種類の脳モデルに、腕運動に伴う
視覚と体性感覚の同時刺激を入力したところ、子宮内事
前学習を行った脳モデルには、視覚・体性感覚の両方に
応答する bi-modal ニューロンが子宮外事前学習条件よ
りも有意に多くみられた（図5e、f）。これは、胎内での
身体感覚学習欠如が後の複数感覚統合の獲得を阻害する
ことを示唆する。
　身体表象の獲得や複数感覚統合が認知発達の初期の重
要な基盤と考えられることから、上記の結果は脳損傷の
ない早産児における発達障害発生機序に対して一つの可
能な説明を与える。

2.1.2　新生児運動指標と3歳児発達遅滞の関連性
　前述の胎児発達シミュレーション研究では、胎内での
感覚経験の差異が学習を通して運動発達に異変をもたら
す例も得られた［15］。では、新生児の運動の異変は発達予
後にどう影響するか？

　本研究では、ヒト新生児の運動の定量指標と3歳児の
発達遅滞との関連性を確立した。早産児において、妊娠
40週齢で Writhing movements と呼ばれる四肢の自発
運動のビデオ画像から運動軌跡を抽出、6つの指標

（Average velocity of limb movements、Number of 
movement units、Kurtosis of acceleration、Jerk index、
Lateral mobility index、Correlation between limb 
velocities）を算出し、3歳での発達との関連性を調べた。
発達遅滞は運動量の低下［16］、脳性まひは運動の滑らか
さ［17］と関連付けられることがわかった。また、修正2ヵ
月齢での fidgety　movements と呼ばれる四肢の自発運
動の軌跡と6歳での発達との関連性［18］、および、乳児期
の頭部運動が ASD 予後と関連するという結果［19］も得ら
れた。これらは、本研究共通の中心的仮説「初期の感覚
運動がその後の発達に影響する」に関し、初期運動発達
と発達遅滞や発達障害との関連性を示したもので、極め
て重要である。

2.1.3　�早産児における副交感神経機能の弱さと社会
的認知機能発達

　周産期の身体感覚の個人差が社会的認知予後と関連す
るとの仮説を支持する成果を得た。早産児を含む新生児
を対象として、静睡眠時の迷走神経活動として呼吸性心
拍変動を計測するとともに、授乳前の泣涕音声について
基本周波数を算出し、両者の関連性について検証した。
その結果、早産児は静睡眠時の呼吸性心拍変動が低く迷
走神経活動が低いこと、静睡眠時の呼吸性心拍変動が低
いほど自発的な泣き声の基本周波数が高いこと、在胎週
数が短い早期産児ほど迷走神経活動が低いことなどがわ
かった（図6）［20］。また、修正齢6・12ヵ月の早産児および

 

  
図5　発達シミュレーションを用いた早産条件比較実験の結果（［12］より）
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満期産児を対象に、「人と幾何学図形がそれぞれ動いて
いる映像」と「人が物体に視線を向ける映像」を提示し、
それらに対する視覚的注意について定量評価を行ったと
ころ、早期産児の一部では、修正齢12ヵ月の時点で他者
の行為への注意（共同注意や人への選好）の弱さが認めら
れた（図7）［21］。
　これらは、本研究全体の目標の一つである包括的診断
法に、発達初期に児への負担少なく適用可能な評価方法
を提供する。また、早産児の一部において、副交感神経
の抑制力が弱いことと社会的認知機能の弱さが相関する
可能性を示唆しており、今後、発達予後を含め両者の関
係が明らかになることが強く期待される。また、前述の
筋骨格感覚運動系の発達と並行して、内受容感覚と内臓
制御系の発達も社会的認知に関係する可能性を示唆し、
両者がいかに統合されて自己認知が形成されていくか、
という大きな発達シナリオにかかわる問いも提起してい
る。

2.1.4　�予測学習と予測誤差検出に基づき、感覚運動
レベルから社会性に接続する知見とモデル

　上述の感覚運動学習はどのような計算原理で社会性に

つながりうるのか。本研究では、予測学習と予測誤差検
出に焦点をあてて、ニューラルネットワークモデルの構
築と実験を行った。
　他者との相互作用に含まれる随伴性が乳児期の模倣学
習を促進し、自己身体運動知覚の感度や精度（予測誤差
修 正）が 他 者 運 動 知 覚 と 関 連 す る な ど の 事 実 を 得
た［22, 23］。これらは、周産期以降、環境に対する運動制御
を脳内シミュレートする「内部モデル」の獲得が社会的認
知発達の基盤である可能性を示唆するものである。
　これを受け、感覚・運動情報のまとめあげを、予測学
習を基盤とした神経回路モデルや確率モデルで具現化
し、それを実装したロボットが環境との相互作用を通し
て多様な認知機能を獲得できること、モデルのパラメー
タ変動により発達障害に類似した行動を生成することを
明らかにした［24-27］（図8）。本成果は当初想定した範囲を
超えて、多様な認知機能の発達過程と発達障害の複数仮
説の検証に貢献している。

2.1.5　社会性認知に至る発達脳モデルの構築
　外受容感覚・運動系と内受容感覚・内臓制御系が発達
的に統合され、社会的認知に接続する過程は、ヒトの中

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図6　泣き声の基本周波数と呼吸性心拍変動（［20］より一部改変）

早産児では自発的な泣き声の基本周波数が高い児ほど、静睡眠時の呼吸性の心拍変動が低く、満
期産児とは逆傾向を示す。

図7　視覚的注意に関する早産児と満期産児の比較実験（［21］より一部改変）
早産児の一部は、人への選好が弱く（左）、他者の視線追従も難しい（右）。

6ヵ月児 12ヵ月児 6ヵ月児 12ヵ月児
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枢神経系の発達とどう関係づけられ、その異変は何が原
因で起こるのか。
　ASD において、社会的行動の非定型にとどまらず、
睡眠障害や自律神経系の非定型が発達初期よりみられ
る。このことから、睡眠覚醒スイッチにかかわり、外受
容感覚と内受容感覚を社会行動および認知にかかわる脳
部位へ送る脳幹の形成不全が胎児期に起こることで、共
同注意や視線追従など社会性発達に重要と思われる行動
の非定型につながることを、本研究での実験的知見と徹

底した文献調査に基づき、示した。発達遅滞を組み合せ
て考慮し、ASD でみられるさまざまな現象を説明する
統合的モデルを提案した（図9）［8］。

2.2　�発達障害の新たな理解に基づく診断法と支援
法・支援技術

　当事者研究が提起し、人間科学研究と構成論的研究で
証拠だてられた「発達障害の基盤が社会性以前の身体感
覚運動の特異性にある」との新たな理解に基づき、臨床

図8　S-MTRNN における予測誤差学習を基にした open-loop generation（［23］より一部改変）
 

 

図9　各脳領域のネットワークの模式図（［8］より）
（A diagrammatic representation of connections between brain areas.）
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医学研究を推進し、新たな①発達早期からの包括的診断
法を開拓した。②当事者視点を重視した支援法・支援技
術としては、上記の新たな理解に基づく当事者の感覚過
敏や慢性疼痛などの実態解明と支援技術構築に加え、当
事者研究自体が当事者の困りごとなどを軽減する効果を
明らかにしつつ実践に取り組んだ。さらに、領域内の議
論から生まれた③ ASD の感覚経験を定型発達者が体験
できるシミュレータは、体験を通して定型発達者を当事
者に近づけるという、従来とは逆転の発想による技術で、
本領域の理念を体現する当初想定外の成果である。

2.2.1　発達早期からの包括的診断法
　胎児での①運動、②心拍、③神経系の形成、④羊水量
を指標として、出生後の神経学的予後の関連性を明らか
にし、胎児期早期診断の可能性を示した［28］。新生児運動
指標と発達予後の関連性、周産期の副交感神経などの抑
制機能と12、18ヵ月時の社会的認知特性との関連性を明
らかにした。さらに、発達障害を持つ子供の睡眠の質が
顕著に定型群と比較して悪く、それが、学力にも影響し
ていることが明らかとなった。定型群では発達に伴い睡
眠の質が改善するのに対して、発達障害群では悪化する
ことから、睡眠の質の発達的変化が定型とは異なること
が明らかとなった［29］。また、本研究での議論や知見を踏
まえて新たな自閉症診断尺度 MSPA の開発［30］を行った。
これらにより、発達早期からの包括的診断法を開拓した。

2.2.2　当事者視点を重視した支援法・支援技術
　当事者が抱える感覚過敏などの実態を解明する目的
で、さまざまな検証実験を行い、ASD では触覚閾値が
正常な一方で触覚刺激に対する交感神経反応が亢進して
いること［31］、声の制御において、フィードフォワード制
御よりもフィードバック制御により強く依存しているこ
とを示した（図10）［32］。前者は内臓感覚 - 自律神経系の関
与を、後者は内部モデルの構築が不十分である可能性を
示唆しており、上述の2.1.3～2.1.5の結果と呼応している。
当事者が持つこれらの感覚過敏や慢性疼痛に対する支援
技術も構築し、自閉症スペクトラム症における聴覚特性
に基づいた個人適応型の聴覚過敏緩和システム［33］、
ASD 者が不快に感じる環境因子を記録するスマートフ
ォンアプリ［34］、慢性疼痛を緩和するための VR リハビリ
テーション技術の開発［35-37］も行った。さらに、当事者研
究自体が持つ治療的意義として当事者の困りごとなどを
軽減する効果も検証した。外来患者を対象に質問紙調査
および半構造化面接を用いた症状評価により、自己効力
感について、当事者研究群で、当事者研究に参加してい
なかった群よりも有意に高いことを示し、当事者研究の
自己効力感向上効果の実証した［38］。また、当事者研究を
多分野に広める目的で、ASD 者向けの当事者研究マニ
ュアル（出版予定）と、これを用いた臨床介入研究のプロ
トコールを作成し、2016年9月に東京大学ライフサイエ
ンス委員会の承認を得た。

図10　聴覚刺激に対する ASD と NT の応答比較（［32］より）
左：ASD では、遅延フィードバック（DAF）における言いよどみ反応が大きい
右：ASD では、騒音下で無意識に声が大きくなるロンバール効果が起きにくい
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2.2.3　ASD感覚経験シミュレータ
　発達障害当事者は、定型発達者とは異なる知覚経験を
している。本研究における実験結果からも、対人距離の
縮小や交感神経の亢進、聴覚防御反射の亢進など知覚経
験の変異や、発声時に聴覚フィードバックに強く依存す
る傾向が示され、内部モデルの構築やそれにかかわる知
覚自体の問題が示唆された。
　当事者が抱える知覚的困難を定型発達者が理解するこ
とは通常困難であり、本研究では、新しい支援技術とし
て ASD の感覚経験を定型発達者が体験することを可能
とするシミュレータシステムを構築した（図11）［39-41］この
システムの特徴は、調整可能な感覚変異の量を発達障害
当事者が調整するという、当事者参加型システムである
ことである。発達障害当事者は、通常、症状の重さが時
間的に変化するため、症状が軽いときに、重い状態を再
現するように調整する。このような支援方法は、直接発
達障害者の感覚経験を補うものではないが、支援者や家
族が体験することで、定型発達者を発達障害当事者に近
づけるという逆転の発想であり、本研究で議論してきた
当事者と社会の新たな関係性を体現するものといえる。

3．成果の意義
　脳科学分野では、Human Brain Project （EU）や
BRAIN Initiative（USA）が先導する全脳モデル化の研
究が最近急速に進展しているが、人の胎児期からの知
覚・行動と発達について、脳モデルを精密な身体・環境
モデルに埋め込んで相互作用の中でどう振る舞うかを扱
う試みは本研究が世界で初めて実現した。
　人に関する研究において介入実験は極めて制限され、
特に胎児や乳児に対しては技術的にも倫理的にも不可能
である。しかし経過観察による方法のみでは因果関係を
知ることは不可能であり、動物を用いてもヒト固有の能

力の発達研究には限界がある。胎児モデルを用いて複数
の異なる環境での相互作用の違いが生み出す結果を比較
する方法論を実現し示したことは、極めて大きな学問的
貢献である。
　医学的にも、発達初期からの発達障害の発生過程の解
明、身体性と社会性をつなぐ知見は、疾患が発症する前
に治療を開始する先制医療の観点で重要であり、また、
小児リハビリテーションや療育においても有用なため、
臨床現場を通じた社会的貢献にもつながる。また、臨床
医学が構成論に本格的に協働し体系的なデータを供給す
る体制は本研究で初めて実現した。加えて、構成論的方
法の科学的妥当性・有効性を厳しく問うことで、構成論
を大きく成長させた。
　本研究の過程で、工学と人間科学、当事者研究が密に、
発達障害者にとって真に役に立つ支援技術とはなにかに
ついて議論した。従来の支援技術では定型発達（マジョ
リティ）に近づけることが「支援」とされてきたが、この
考えに陥らないように注意深く検討がなされた。
　結果として、当事者の困りごとを解決する手段として
の当事者研究の方法論確立と膨大な実践や感覚過敏軽減
などの支援技術に加え、当事者が知覚する感覚経験を定
型発達者に体験してもらう ASD シミュレータを開発し
た。これは一般公開の場において、患者やその家族に加
えて多くの健常者からも関心や評価を得ており、支援効
果だけでなく、障害に直面する者と健常者をつなぐコミ
ュケーションツールにもなり得ると考えられる。
　重要な点は、当事者自身が装置の開発にかかわるとい
う点である。海外では、従来は対人援助サービスのエン
ドユーザーであった患者や障害者が、「経験の専門家」と
してサービス設計や提供、臨床研究デザインへのフィー
ドバックに参画する、co-production という取り組みに
注目が集まっている。しかし、これまでの co-produc-
tion の事例は、主に医学的・臨床心理学的な臨床研究や

図11　ASD 視覚体験シミュレータとそれが再現する視覚過敏・鈍麻（［41］より）
視覚過敏や視覚鈍麻として知られるコントラスト強調や不鮮明化、無彩色化、砂嵐状のノイズといった症状をモデル化し
ており、定型発達者が ASD 者の視覚世界を体験することができる。
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臨床実践への参画が中心で、本研究のように、工学や社
会学、哲学といった多分野の基礎科学が参加した例は世
界的にも極めて珍しい。
　このように、本研究は学問的成果のみならず、発達障
害当事者と社会の関係について新たな枠組みを提起し、
理論だけでなく、体験と実践を通して一般の方々にも伝
えることで、重要な社会貢献を果たした。

4．おわりに
　本研究領域では、「人の心はいかにして発生し発達す
るのか、発達障害はなぜ起こるのか」という、学問的に
は根源的な未解決課題と、「発達障害の新たな理解に基
づく診断法と真に当事者のためになる支援法・支援技
術」という、社会的にも急速に深刻さを増す問題の解決
に直接貢献する知見について、胎児期にまでたどって学
際的解明を目指した。
　その達成のために、構成論（ロボット学・情報学）と人
間科学（医学・心理学・脳科学）、そして当事者研究とい
う世界に類のない研究体制によって、発達の基本原理に
立ち返った解明と、それに基づく発達障害の新たな理解
を試みた。異分野融合研究の試みはかねてより多数ある
が、データや手法や新装置の提供あるいは実験、解析、
理論の分担といった、一方向的ないしトップダウン式、
予定調和的な異分野融合にとどまらない、いわば「超分
野的領域」を構築した。根源的な課題と独自の視座・理
念を共有し、各学問分野が専門性・独創性を最大限に発
揮しつつ対等に議論・協働し、もはや分野の境界は意識
さえせず、縦横に相互を取り込み協力しつつ切磋琢磨す
ることで、次々と新たなアイディアや成果が生まれる、
いわば「創発的学術」が成立した。その効果は、複数の重
要な当初想定外の発展と成果にも表れた。この成功例を
示したことが、最大の貢献である。
　本研究が提起した、発達障害当事者と定型発達者の相
対化、社会性認知という表相の奥にある身体性への注視、
といった理念や視座は、発達心理学、臨床医学、支援工
学などにパラダイムシフトを促し、さらに、当事者と社
会の新たな関係性を提起し、社会的にも注目されている。
本領域発足と同時に発達神経科学学会が立ち上がり、領
域代表はじめ本領域の総括班メンバーなどがその中核を
担い、密に連携して領域メンバーに閉じないオープンな
理念・成果共有と議論の場を構築してきた。また、新胎
児学研究会も本領域と連携しつつ発展している。これら
を土台として構成論的発達科学がさらに発展することを
望む。
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Constructive Developmental Science: Revealing the Principles of Development from  
Fetal Period and Systematic Understanding of Developmental Disorders

Yasuo Kuniyoshi, Yukie Nagai, Yukuo Konishi, Masako Myowa, Shinichiro Kumagaya, Yoshiyuki Ohmura, Hoshinori Kanazawa
Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo, School/Graduate School of Engineering Osaka 
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　　A Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas project titled “Constructive Developmental Science” had started 
with the aim of constructing a model of human cognitive development from fetus to toddler, experimentally showing the 
developmental variation under different environmental conditions, relating it with clinical and Tojisha* view to establish a new 
understanding of human development and disorders. Furthermore, the project aimed at establishing comprehensive diagnostic 
methodologies and truly appropriate assistive technology. With the collaborative efforts of robotics, medicine, psychology, 
neuroscience, and Tohjisha-research throughout the five year project period, we established a new trans-disciplinary academic 
field and numerous important results such as developmental data/models/theories connecting initial embodiment to social cognitive 
functions, relating the early characteristics of bodily movements and autonomic nervous system to later development as well as 
comprehensive diagnostic methodologies, and truly appropriate assistive technology based on understanding of troubles experienced 
by Tojisha.
　　This paper presents an integrative summary of the main results of the project.
　　＊Tojisha: One who has a developmental disorder.


