
Cortical substrates for exploratory decisions in humans.

Daw, N., O’Doherty, J. P., Dayan, P., Seymour, B., & Dolan, R. J.

Nature, 441, 876-879∗ .

1 問題と目的

探索 (exploration) 行動を支えるメカニズムには 2 つの可能性が考えられる。1 つは高次機能を
司る（習慣行動を司る線条体のドーパミンシステムに割り込む）前頭前野が関与している可能性で

ある (Owen, 1997)。もう 1 つは，線条体のドーパミンシステムで一次報酬と探索行動の価値を両
方（common metric上で）計算しており，それに基づいて行動が決定されるという可能性である
(Kakade & Dayan, 2002)。本研究では “スロットマシーン課題 (four-armed bandit task)” を用い
て探索行動をモデル化し，それに関わる脳部位を検討していく。

2 方法

2.1 被験者

14 人の右利き。

2.2 課題

2.2.1 課題の流れ

2セッションでそれぞれ 150試行。各試行では，4つの異なる色のついたスロットマシーン (Figure
1a) が提示され，被験者はそこから 1.5 秒以内に 1 つを選択した。被験者はほぼ制限時間内に選択
ができた (mean response time: 430ms)。
スロットを選択すると，そのスロットマシーンが動作し，獲得されたポイントが表示された。ポ

イントは 1.5 秒間提示され，trial onset から 6 秒がたったところで試行は終了し，jittered interval
が挿入された (µ = 2 のポアソン分布に従う)。
被験者は，獲得ポイントに応じてお金を得ることができること，平均金額は 20 UK pound (4000

円弱）であることが教示された。しかし，ポイントとの交換レートは示されなかった。また，課題

中に累積ポイントも示されなかった。課題後に，すべての被験者は 19 UK pound を受け取った。
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2.2.2 スロットの獲得ポイント

獲得ポイントは 1 から 100 までのいずれかであった。t 番目の試行における i 番目のスロット

での獲得ポイントは，N ∼ N(µi,t, σ0) に従う分布よりサンプルされた。σ0 は 4 に固定されてい
た。それぞれの試行で，スロットの平均値パラメタは Gaussian random walk によって 50 に回帰
するよう設定された (diffusion process)。具体的には，

µi,t+1 = λµi,t + (1− λ)θ + v (1)

θ = 50 であり，λ = 0.9836 に設定された。v ∼ N(0, σd) であり，σd は 2.8 に固定されている。
このプロセスに基づいた 3 つの系列が作成され，被験者はそのうちの 1 つに割り当てられた。一
例が Figure 1B に示してある。

2.3 スキャン

1.5T の fMRI を用いた。TR=3.24秒であり，OFC と 側頭葉内側部の解像度が高くなるよう特
別なシークエンスを用いた (Deichmann et al., 2003)。分析は SPM2 を用い，画像は標準 T2∗ テ
ンプレートに標準化した。

3 結果

3.1 Verbal report

実験後，被験者に課題のストラテジーを自己報告させた。11 人 (out of 14) が “ときおり他のス
ロットを試してみながら (exploration)，より高い獲得ポイントが出やすいスロットを選択してい
た (exploitation)” と答えた。

3.2 行動データとモデルのフィット

まず，スロットの選択に関し，3 つの異なるモデルを想定し，それぞれの行動データへのフィッ
トを比較することで，どのモデルが妥当かを検討した。以下では，まず獲得ポイントの期待に関

するモデルをどのように定式化したのかを説明し，その上で 3 つの異なる選択モデルを説明する。
獲得ポイントの期待に関するモデルは，3 つの選択モデルともに共通である。

3.2.1 獲得ポイントの期待に関するモデル

被験者の信念をベイジアンカルマンフィルタモデル (Anderson & Moore, 1979) で以下のように
モデル化する。被験者の t 番目の試行におけるスロット i のペイオフの平均値に関する事前信念

がN(µ̂pre
i,t , σ̂2 pre

i,t ) であるとする1。また，被験者が σ0，σd, λ, θ に対する事前の信念 σ̂0, σ̂d, λ̂, θ̂

を持っていると仮定する2。ここで ct というスロットが選ばれ，rt というポイントが獲得された

とする。このとき，カルマンフィルタモデルでは，事後分布が以下のように更新される。

1平均値に関する信念である点に注意。スロットマシーンのペイオフの値そのものに対する信念の分布ではない。
2これらのパラメータは推定されるが，試行ごとに更新はされない。あとで述べるように，被験者がこの事前の信念を

持っている（しかもそれが最初から最後まで固定である）という仮定は，いろいろな意味でかなり怪しいように思う。
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µ̂post
ct,t = µ̂pre

ct,t + ktδt (2)

σ̂2 post
ct,t = (1− kt)σ̂

2 pre
ct,t (3)

ただし δt は予測誤差で

δt = rt − µ̂pre
ct,t (4)

であり，学習率 kt は

kt =
σ̂2 pre

ct,t

σ̂2 pre
ct,t + σ̂2

0

(5)

となる3．選択されなかった選択肢のパラメータは更新されない。

さらに，次の試行が始まったときに，各スロットの平均値に関する信念の平均と分散は，diffusion
process（先ほどの random walk model）を考慮して，以下のように更新される4。

µ̂pre
i,t+1 = λ̂µ̂post

i,t + (1− λ̂)θ̂ (6)

σ̂2 pre
i,t+1 = λ̂2σ̂2 post

i,t + σ̂2
d (7)

この更新の過程より，基本的に選択されたスロットの平均値の信念に関する分散は減少し5，選

択されなかったスロットの平均値の信念に関する分散は増大する6。

3.2.2 スロットの選択モデル

以上の式によって得られた µ̂pre
i,t と，σ̂2 pre

i,t をもとに，被験者の各スロットの選択確率がさらに

モデル化される。ここでは 3 つのモデルを仮定し，それを比較する。

ε-greedy rule このルールの下では，基本的にもっとも µ̂pre
i,t が高いスロットを選択するが，あ

る一定の確率で他のスロットを選ぶ。すなわち，i = arg max(µ̂pre
i,t ) のとき

Pi,t = 1− 3ε (8)

であり，それ以外のスロットの選択確率は

Pi,t = ε (9)

である。
3レスコーラ・ワグナー学習則，もしくは TD error 学習則に似ているが，学習率が試行ごとのパラメータ分散の推定

値によって決まるところがポイント．パラメータ分散が大きい（パラメータに対する確信度が低い）ときにはより大きく学
習し，パラメータ分散が小さい（パラメータに対する確信度が高い）ときには，データからの学習をあまり行わないように
なっている．

4この仮定はかなり怪しいように思われる。この更新式が適用されると言うことは，（１）スロットの獲得ポイントの平均
値が試行ごとに変動することを被験者が知っている，（２）しかもその変動プロセスが random walk model に従うという
信念を持っている，（３）random walk model のパラメータ σ̂d, λ̂, θ̂ は最初から固定されている，ということが成り立っ
ているということである。しかし，論文を読む限り，被験者はスロットの獲得ポイントの分布が変動することを教示されて
おらず，（１）の前提すら怪しい。

5式 3 より。
6式 7 より。
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softmax rule このルールのもとでは，µ̂pre
i,t の大きさに応じて，それぞれのスロットの選択確率

が決まる7。すなわち，

Pi,t =
exp βµ̂pre

i,t∑

j

exp βµ̂pre
j,t

(10)

β は探索行動に関する重み付けパラメータである8。

exploration bonus rule このモデルは，基本的には softmax rule と同じだが，µ̂pre
i,t の不確実

性の大きさに応じて，ボーナスを与えるルールである。

Pi,t =
exp (β[µ̂pre

i,t + φσ̂pre
i,t ])∑

j

exp (β[µ̂pre
j,t + φσ̂pre

j,t ])
(11)

3.2.3 パラメータの推定

自由パラメータは σ̂d, λ̂, θ̂, µ̂pre
i,0 , σ̂prei,0, ε (or β and φ) である。σ̂0, はモデルを簡単にするた

めに固定した。これらのパラメータは，以下の尤度関数を最小化することで推定した。

−
∏
s

∏
t

Pcs,t,t (12)

s が被験者，t が試行，cs,t は被験者 s が試行 t で行った選択である。尤度関するはすべての被

験者のすべての試行データを用いて計算されている。µ̂pre
i,t と σ̂2 pre

i,t は，これらのパラメータをも

とに，毎回の選択と得られた結果をもとに更新していくことで計算することができる。

この関数を最適化するため，a combination of nonliner optimization algorithms (Matlab opti-
mization toolbox) が用いられた。ε-greedy 法は微分ができないため，最適化が難しかった。そこ
で近似関数を用いた上で最適化を行った。

こういったモデルを扱った研究によくあるように，ほとんどのパラメータ (σ̂d, λ̂, θ̂, µ̂pre
i,0 , σ̂prei,0,

and φ) は被験者間でも同一の仮定を置いた。しかし，被験者間のばらつきをみるために，選択の
noiseness を示す β もしくは ε は個人ごとに推定した。ただし，他のパラメータを個人ごとに推定

したモデルも検討はした（後述）。

モデル間の比較は，上記の尤度，BIC, そして pseudo-r2 (Camerer & Ho, 1999) を用いた。
pseudo-r2 は今回のモデルと完全にランダムな選択をする (Pcs,t,t = .25, for all t) と仮定したモデ
ルの尤度の比のようなものであり，大きいほどフィットがよい。

3.2.4 最適化結果

適合度は以下の通りである。

7道具的条件づけにおける matching low に似ている。
8大きいほど µ̂pre

i,t が大きい選択肢に重み付けが加わるので，探索行動をしないようになる。
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ε-greedy softmax exploration bonus

-LL 4190.6 3972.1 3972.1
pseudo-r2 0.27353 0.31141 0.31141
# of parameters 19 19 20
BIC 4269.8 4051.3 4055.4

softmax rule がもっともよい適合度を示した。表から明らかなように，不確実性にボーナスを加
えても，適合は改善しなかった。

パラメータ推定値は以下の通りである。

ε-greedy softmax exploration bonus

ε̂ or β̂ 0.121± 0.0499 0.112± 0.0547 0.112± 0.0547
φ̂ - - 7.61e-6
λ̂ 0.974 0.924 0.924
θ̂ 49.2 50.5 50.4
σ̂d 9.53 51.3 50.9
σ̂0 (fixed) (4.00) (4.00) (4.00)
µ̂pre

i,0 87.1 85.7 85.7
σ̂2 pre

i,0 3.36e+5 4.61 4.61

実際の課題でのパラメータが θ = 50, λ = 0.9836, σd = 2.8 と設定されていたことを考えると，
この推定値は驚くほど精度がよい。唯一違うのが σd である。このパラメータが大きいと，学習率

が高くなる。すなわち，被験者は直近の獲得ポイントにより大きな影響を受けていることが示唆さ

れる。

最後に，被験者ごとにパラメータを推定して結果がどのように変わるかを調べた。基本的にこの

ようなパラメータは不安定であった。すなわち，極端な値を取りやすく，尤度関数のヘシアン行列

がモデルが識別されないことを示唆していた9。それにも関わらず，bonus parameter を加えるこ
とで softmax rule の説明力があがるという証拠は見られなかった。具体的には，φ パラメータの

平均は 0 より有意に大きい証拠は見られなかったし，多くの場合 φ の値は負であった。

3.3 イメージングの結果

3.3.1 Regressor

一般線形モデルの regressor は以下のように定めた。まず，それぞの試行で，“決定時” と “ポイ
ント表示時” という 2 つの時点を決めた。前者は，刺激のオンセットから，実際の決定までの時間
のちょうど中間時点とした。つまり，たとえばある人が 600ms で決定ボタンを押したなら，その
試行の “決定時” は 300ms となる。後者は，ちょうど獲得ポイントが表示された時点であり，決定
ボタンを押してから 3000ms 後となる。次に，それぞれの時点に対して，softmax rule model か
ら得られたパラメータを regressorとして挿入した。具体的には，1. 探索行動か否か，2. 予測誤
差 δt，3. 選んだ選択肢に対するモデルの選択確率 Pcs,t,t である。1. はモデルから得られた µ̂pre

i,t

9ヘシアン行列の行列式が 0 に近かったということだと思われる。
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が最大の選択肢を選んだ場合とそうでない場合に分けて，各試行をダミーコード化したものであ

る。決定時にのみ regressorに加えた。2. は決定時とポイント表示時の両方ともに regressorに加
えた。ただし，決定時には実際に得られる報酬 rt が定義できないので，かわりに µ̂pre

cs,t,t − µ̂pre
avg,t

を用いた。µ̂pre
avg,t はそのトライアルにおける，全スロットの µ̂pre

i,t の平均値である。3. は決定時の
み regressorとして投入した。この regressorは選んだ選択肢に対する “価値” を示していると考え
られる10。最後に，実際に獲得されたポイント rt も，ポイント表示時の regressorとして加えた。
以上の regressors を CHR (canonical hemodynamic response) function で covolve して一般線

形モデルに投入された。

3.3.2 予測誤差と関係する部位

予測誤差 δt は，腹側と背側の線条体 (NAcc と caudate) と相関していた。これは先行研究と一
致する結果である (McClure et al., 2003; O’Doherty et al., 2003; O’Doherty et al., 2004)11。

3.3.3 価値と関係する部位

こうした皮質下領域と接続がある皮質領域は，価値に関わる活性化をみせた。まず，内側の眼窩

前頭皮質 (mOFC) が獲得ポイント rt と相関をしていた (Figure 2a)。この部位が抽象的なものを
含めた価値をコーディングしているという知見に一致する結果である (O’Doherty et al., 2000)。
次に，Pcs,t,t （選んだ選択肢に関する報酬の期待値）は内側と外側の眼窩前頭皮質と相関をしてお

り，それは前頭前野腹内側部 (VMPFC) にまで及んでいた (Figure 2b)。これは，こうした領域が
将来の報酬の予測と関係しているという先行研究に一致する結果である (Gottfried et al., 2003)。
Pcs,t,t は，前頭前野背外側部 (DLPFC) と “負の” 相関も示していた。

3.3.4 探索行動に関係する部位

探索行動の有無という regressor は，右前頭極 (right anterior frontpolar cortex) と強い相関を
示した。具体的には，探索行動をした試行ではそうでない試行に比べて，この部位の活性化が強

かった (Figure 3)。この部位は高次の認知機能を司っており，さまざまな目標の制御に関わってい
ることが示されている (Koechlin et al., 2003; Braver & Bongiolatti, 2002)。
中心後回に接する両側の頭頂間溝前部 (anterior IPS) も探索行動をとった試行で大きく活性化

していた (Figure 4)。この部位は，意思決定に関わるとされている部位である (Tanaka et al.,
2004)。特に今回の活性化部位と誓い前部は，manual manipulation と関係していることが示して
いる (Grefkes & Fink, 2005)。従って，探索行動の情報がこの頭頂葉にまで届き，ボタン押しに影
響をしていた可能性が考えられる。

最後に，こうした探索行動に関わる部位の活性化が，他の要因のアーチファクトではないことを

確かめるために，交絡要因 (e.g., 前の試行と選択をスイッチしたかや反応時間など）をすべて投入
した12一般化線形モデルを実行したが，結果は変わらなかった。

10なぜより直接的な指標である µ̂pre
i,t を用いなかったのかは記されていない。

11O’Doherty et al. (2004) では，予測誤差は腹側線条体にのみ関わっていたので，微妙に結果が食い違ってもいる。
12詳しくは supplementary table を参照のこと。10 個の共変量を投入している。
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4 考察

本研究の結果は，行動選択における計算・神経科学モデルに非常に大きな示唆を与える。探索行

動は高次認知・制御を司る前頭極と関わっていた。従って，探索行動は価値が最大の選択肢を選ぶ

という習慣的行動を override することによって生じるとする考えと整合的である。一方で，線条
体のドーパミンシステムが探索行動と報酬の価値を一次元的に表象・比較するとしたモデルでは，

こうした活性化部位の分離は説明できない。そもそも後者のモデル (Kakade & Dayan, 2002) は，
なぜドーパミンニューロンが新規な刺激に対して反応するのかを説明するために立てられたもので

あった。こうしたモデルと本研究の結果の乖離は今後検討していく必要があるだろう。

探索行動は変化しつつある環境のなかで最適な行動を獲得するために非常に重要な機能である。

前頭葉損傷患者のタスク・スイッチ能力の低下や固執傾向は，こうした探索行動機能と関係が深

いかもしれない。また，前頭前野だけでなく，皮質下の領域も探索行動のコントロールに関与して

いる可能性もある。特にノルアドレナリンは一般的な探索傾向と関係深いことが示唆されており

(e.g., Doya, 2002)，今回支持された softmax rule との関係などを調べてみる価値があるだろう。
最後に，こうした探索行動プロセスには非常に多くの要素が混じっていて分離するのが難しいた

め，本研究のように計算論的なモデル化，脳イメージング，行動データの解析すべてを組み合わせ

てはじめて可能になるものである。
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