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概要: 認知科学で発展している脳の計算論を精神医学に応用し, 精神疾患の認知過程を理解する試みが行われている．特に, 脳機能 を
感覚情報に対する予測と現実との誤差最小化で説明する Predictive coding では, 予測誤差の重み付けとして作用する感覚不確実性の
推定の異常によって精神症状が説明されている．一方で, 精神疾患は神経結合の機能的断裂との関連が示唆されているが, それらの関
係性は明らかでない．本研究では，階層型神経回路モデルを用いて機能的結合断裂が不確実性の推定に与える影響を調べた．実験の結
果，階層間の断裂, 及び階層内の断裂がともに不確実性の推定の異常な上昇に寄与することがわかった．また，ロボットにそれらのモ
デルを導入すると行動切り替えの困難さが観察された．この結果は，精神疾患の神経学的異常，認知異常そして臨床で観察される症状
との関係性を明らかにしシステムレベルでの説明を与える．
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1 はじめに

　生物学的精神医学において精神疾患の分子生物学的な知
見が蓄積されている一方で，それらと実際の臨床において
観察される現象レベルの病像との間に説明的ギャップが存
在する．この問題に対するアプローチとして，近年有効性
が唱えられているのが計算論的精神医学である [1]．計算
論的精神医学では，外界と相互作用する情報処理機構とし
ての脳の計算モデルを精神医学に応用することで，多様で
複雑な精神疾患の症状の背後にある病態原理を理解する．
特に，脳機能を感覚情報に対する予測と現実との誤差最小
化で説明する Predictive codingにおいては，予測誤差の
重み付けとして作用する感覚不確実性の推定の異常と，そ
れによる top-down 予測と bottom-up 誤差信号との重み
付けの偏りから精神症状が説明されている [2]．一方で臨
床的な観察から，精神疾患の症状は神経回路における機能
的結合断裂（脳領野間での long-range disconnectionある
いは局所的な local disconnection）との関連が示唆されて
いる [3]が，不確実性の推定異常との関係性は明らかでな
い．本研究の目的は，神経ロボティクスの手法を用いてこ
れらの知見の関係性を検証し，機能的結合断裂に関連する
精神疾患の症状形成メカニズムを理解することである．

2 手法

　神経回路における機能的な結合の断裂が学習，感覚不
確実性の推定，適応行動に与える影響を調べるために，
再帰型神経回路モデル（RNN）で制御されたロボットを
用いて実験者とのボールパスインタラクションの学習と
その後の行動切り替え実験を行った．使用した神経回路

モデルは，感覚分散を推定する機構を持ち， Predictive

codingに則った学習・推論（重みパラメータの更新）を行
う S–RNNPB[4]である（図 1）．S–RNNPBでは，ある時
刻の入力情報と再帰結合を有すニューロン（コンテキスト
ニューロン）が保持する文脈情報から次の時刻の入力情報
に対する平均予測と分散（不確実性）予測を出力する．次
の時刻の入力情報にはガウス分布を仮定し，平均・分散予
測値と実際に次の時刻に入ってきた入力情報の値とで計算
される負の対数尤度（分散予測で逆重み付けされた予測誤
差に相当）を最小化するように結合重みパラメータの更新
を行う．S–RNNPB では．低次層のコンテキストニュー
ロンが時系列の逐次的な感覚運動パターンの処理を担い，
高次層 (PB)は複数感覚運動パターンの関係性を構造化し
ネットワークの大局的な振る舞いを決める．この意味で脳
の階層的な情報処理を機能的に再現している．
実験では，まず 2パターンの行動を S–RNNPB制御ロ
ボットに学習させた．次に，実験者がボール位置を変化さ
せた際に生じる予測誤差に対応して高次層の活動を修正
し，行動の切り替えが求められる適応実験を行った．定
型モデルでの学習・適応実験を行った後，機能的断裂（低
次層のニューロン同士の local disconnectionまたは高次–

低次層間での long-range disconnection）を加えたネット
ワークでも実験を行い，比較した．機能的な結合断裂は，
ネットワークの学習における重みパラメータの更新ごと
に重みの値にノイズを加えることでシミュレートした（図
1）．
3 結果

　学習実験の結果 local，long–range disconnection とも
に学習過程を通じて感覚不確実性の推定値の上昇に寄与
することがわかった（図２上）．これは，機能的結合断裂
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図 1 ロボットのタスク設定と S–RNNPBの計算処理

により予測生成に異常が生じ，予測誤差が下げにくい状
態で負の対数尤度（分散予測に逆重み付けされた予測誤
差）を最小化させようとした結果と考えられる．また，
S–RNNPB の高次層の情報表現を解析した結果，定型状
態と local disconnection の状態では，ロボットが学習し
た 2 つの行動パターンが明確に区別されて表現されてい
た一方で，long disconnectionの状態では，2パターンの
違いが薄くなり，機能的断裂がひどい場合には，違いがな
くなり高次層の情報が意味を持たなくなっていた．
適応実験ではロボットが生成した運動の関節角度時系

列データの状態確率分布と学習データに用いた時系列
データの状態確率分布とを比較することで，状況が変化
する前後のボールパスタスクの成功率を算出した．図 2

（上）は各条件（定型，local disconnection，long–range

disconnection）で 12 回切り替え実験を行った結果であ
る．定型状態では状況が変化する前後でともにタスクが成
功している．Local disconnection の状態では，感覚分散
予測の肥大化によりと誤差シグナルが減弱された結果，切
り替え行動に異常が生じ状況変化後の成功率が下がって
いる．Long–range disconnection の状態では，程度が小
さい時には，local disconnectionと同様の切り替えの異常
が観察される一方で，高次表現が弱くなったことにより低
次の処理だけで行動を切り替えを行うこともあり，特に程
度が大きい場合には，高次層の活動の修正には異常があっ
たものの，状況変化前後の成功率に変化はなかった（図 2

（下）），

4 まとめ

　本研究では，精神疾患で想定されている神経回路の機
能的結合断裂と感覚情報の不確実性の予測の異常との関
連を調べるために，RNN と人型ロボットを用いて学習・
適応実験を行った．実験により，神経回路の階層間の断裂
と階層内の局所的な断裂がともに感覚不確実性の予測の
上昇に寄与することが示唆された．また，それにより適応
実験において予測誤差が減弱されることによる行動切り
替えの異常 (too strong top–down)が観察される一方で，
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図 2 学習後の感覚分散予測の平均値（上）と適応実験
における状況変化前後のボールパスタスク成功率（下）

long–range disconnection状態においては，高次表現が弱
くなることによる感覚情報のみに頼った行動の切り替え
(too weak top–down) が観察されることもあった．これ
らの結果は，機能的断裂が箇所によらず適応不全を引き起
こしうること，及び long–range disconnection 状態にお
いて too strong top–downと too weak top–downの症状
が同時に混在しうることを示し，Predictive coding に基
づく精神症状の説明に新しい視点を与える．

参考文献

[1] K. J. Friston, K. E. Stephan, R. Montague, and R.
J. Dolan,“Computational psychiatry: The brain as
a phantastic organ,”The Lancet Psychiatry, vol. 1,
no. 2, pp. 148–158, 2014.

[2] R. A. Adams, K. E. Stephan, H. R. Brown, C.
D. Frith, and K. J. Friston, “The Computational
Anatomy of Psychosis,” Front. Psychiatry, vol. 4,
no. May, pp. 1–26, 2013.

[3] P. Rane, D. Cochran, … S. H.-H. review of, and
undefined 2015, “Connectivity in autism: a review
of MRI connectivity studies,” Ncbi.Nlm.Nih.Gov,
vol. 23, no. 4, pp. 223–244, 2016.

[4] S. Murata, J. Namikawa, H. Arie, S. Sugano, and
J. Tani, “Learning to reproduce fluctuating time
series by inferring their time-dependent stochastic
properties: Application in Robot learning via tutor-
ing,”IEEE Trans. Auton. Ment. Dev., vol. 5, no. 4,
pp. 298–310, 2013.

2


