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概要: 自閉スペクトラム症に対するこれまでの研究により，遺伝的要因及び認知的基盤について，一定の理解や仮説が得られてきて
いる一方で，それらの関係性や症状に至るまでのメカニズムについては，未知な部分が多い．これに対し，神経科学における理論や計
算モデルを精神医学に応用し，現象の観察を通じてその病態原理を理解しようとする計算論的精神医学が注目されている．本研究で
は，再帰型神経回路モデルを用いた予測学習に基づき，ニューロン間の興奮性の均一さが，感覚情報に対する不確実性の減少につなが
ることを示した．また，人型ロボットに神経回路モデルを導入し実験を行った結果，汎化能力の低下，不安定な運動制御，繰り返し行
動等が観察された．これらは，認知科学における理論及び，観察される症状と合致し，自閉スペクトラム症の病態がニューロン間の興
奮性の均一さと予測誤差最小化に基づく計算処理過程で説明できる可能性を示す．
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1 はじめに

　自閉スペクトラム症 (Autism Spectrum Disorder：
ASD) は，対人やりとりにおける質的欠陥や常同行動
に特徴付けられる脳の発達障害である．これまでの研究に
より，その認知基盤や，生物学的要因について，各分野で
一定の理解や仮説が得られてきている．しかし，認知的特
徴と遺伝的要因との関係性，及び，実際の症状至るメカニ
ズムについては，未知な部分が多い．ここで近年注目され
ているのが，神経科学における理論やモデルを精神医学に
応用し，その病態原理をシステムレベルで理解する，計算
論的精神医学である [1]．この考え方に基づき，本研究で
は，ASD の神経学的要因について提案し，神経回路モデ
ルを用いて検証した．また，ネットワークの機能と，身体
行動とを区別するために，人型ロボットに神経回路モデル
を導入し，生成行動を ASDの行動的特徴と対比するアプ
ローチをとった．

2 手法

　 ASDの病因の一つとして，ニューロンの興奮抑制制御
の不全について研究が進められており，興奮作用と抑制作
用との間に偏りが生じているとする仮説が提唱されている
[2]．しかし，興奮作用の相対的な増加・減少ともに ASD

との関連が報告されており，症状をもたらす具体的なメカ
ニズムについては，明らかになっていない．ここで，本研
究では，興奮作用の相対的な増加及び減少の共通要素をな
すモデルとして，ニューロン間における発火閾値の均一

性，つまり興奮性の多様さの減少を提案する．
本研究で用いた神経回路モデルは，非決定論的な時系
列データの予測学習が可能な再帰型神経回路モデル S–

CTRNNである [3]．S–CTRNNは，予測対象の現在の状
態と，内部に保持するコンテキスト情報から，次の時刻に
おける状態の予測と不確実性の推定を出力し，不確実性に
逆重み付けされた予測誤差を最小化する過程で学習を行
う．したがって認知理論研究において提唱されている，感
覚情報に対する不確実性の推定の減少により ASDの多様
な症候を説明する仮説について検証が可能である [4]．
S–CTRNN におけるコンテキスト層のニューロンの内
部状態は，以下の式で表される．
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ここで bi はバイアスと呼ばれ，個々のニューロンの本来
的な発火頻度の上がりやすさを表す．したがって，ニュー
ロン間のバイアスに正規分布を仮定し，分散 σ2 により興
奮性の多様さを定めた．そして，バイアスの分散の異なる
ネットワークを複数用意し，それぞれ学習させた．
ロボットに課した行動は，実験者との右手によるボール
転がし (Right) と左手によるボール転がし (Left) の 2 パ
ターンである．ネットワークに学習させるデータとして，
各行動パターンに対して 3 本ずつ時系列データを用意し
た．また，各ネットワークが不確実性を正確に推定できて
いるかを判断しやすくするため，あらかじめ一定の不確実
性を持つノイズを加えた．
本研究では，実験者がインタラクションの途中で，ボー
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ルのダイナミクスを各パターン間で変化させる実験を行っ
た．この時，ロボットは，環境に合わせて適応的に行動を
切り替えることを求められる．したがって，S–CTRNN

には，大局的な時間表現を持つパラメトリックバイアス
(PB)と呼ばれるニューロン群を付加し，学習の過程で各
時系列パターンに対する内部表現を獲得させておいた．ま
た，インタラクション中に，不確実性に逆重み付けされた
予測誤差 (負の尤度)を最小化するように，PBの内部状態
を更新させた．

図 1 ロボットに課した行動パターン．(左)Right，(右)Left．

3 結果

　バイアスの分散が異なるネットワークをそれぞれ学習さ
せた結果，バイアスの分散が，一定以上小さい (σ2 ≦ 1)

ネットワークにおいて，overfitting，及び感覚情報に対す
る不確実性の推定の減少が観察された (図 2参照)．また，
これらのネットワークにおいて，PB における各時系列
データの内部表現が一部の値に密集する特徴が現れた．こ
れは，ネットワークの情報処理が，低次の感覚情報に頼る
ように構造化されたことにより生じたと考えられる．
次に，各ネットワークをロボットに導入し，汎化性をテ

ストした．各行動パターンについて 10回ずつボールの転
がし合いを行い，ロボットが転がしたボールが白い線 (ロ
ボット側から 20cm) を越えたら成功とカウントした (図
1 を参照)．ボールが白い線に届かない，あるいは左右に
それた場合は失敗とした．図 3 に成功率を示す．バイア
スの分散が小さいネットワークでは，成功率が著しく下が
り，汎化性が低下していることが分かる．
最後に，ロボットに，PBの内部状態の実時間での更新

による適応を行わせた．実験の結果，σ2 ≧ 10 の時，ロ
ボットはボール位置の変化に対して適切な内部状態の切
り替えを行った．一方で，overfittingしたネットワークに
おいては，内部状態を切り替えることができない特徴が生
じた．また，感覚情報に対する不確実性の推定の減少によ
り，予測誤差が過度に肥大化し，内部状態が不適切な値に
切り替わり固定してしまうこともあった．これらはいずれ
も，学習していない行動の繰り返しとして観察された．
以上より，汎化性の低下や同一性の保持，繰り返し行動

といった，多彩な ASDの症状が，興奮性の均一さと予測
誤差最小化に基づく情報処理過程により現れることが示さ
れた．また，学習における overfitting と，適応過程にお
ける重み付き予測誤差の肥大化によって，これらの症状が
現れたことは，Cruysらの理論を支持する結果である [4]．

図 2 感覚情報に対する不確実性の推定．(左)σ2 = 0.1．
(右)σ2 = 100．太点線は学習データの不確実性．

図 3 各ネットワークにおける学習行動の成功率．

4 まとめ

　本研究では，ASDの神経学的要因について提案すると
ともに，再帰型神経回路モデルと人型ロボットを用いて検
証を行った．実験により，ニューロン間の興奮性の均一さ
と予測誤差最小化による情報処理過程により，ASDの理
論と合致する認知的特徴，及び，多彩な症状が現れること
が示された．これらの結果は，計算論的精神医学が，ASD

に対する多様な分野の知見の関係性を明らかにし，その
病態を原理的に理解する上で有効であることを示唆する．
今後は，実験で得られた結果について分析を重ねるととも
に，統合失調症などの他の神経・精神疾患の病態について
も研究を進めていきたい．
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