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⇒というわけで、脳神経科学のお話です。
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というわけで、脳神経科学のお話です。

後悔の神経学的意味後悔の神経学的意味

脳的に 後悔 何が面白 か脳的に、後悔の何が面白いか？
チョイスに関わる脳部位の特定

• 効用最大化と後悔最小化

高次認知的プロセスがはっきりしている感情を引
き起こす脳部位の特定

• 比較対象があるところに後悔は生じる

• 責任感があるところに後悔は生じる

⇒理性と感情を交えて、決定はいかになされるか、
ドの面から探 みようハードの面から探ってみよう。
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STEP1: “Hop!! “
Mellers, Schwarts & Ritov (1999)

R t th  (di i t t th )Regret theory (disappointment theory)
意思決定に関する理論で、最大の特徴は仮想の
比較を行うこと

• 選択したあとの負の感情の大きさを予想し、その大き
さがも とも小さくなるように選択を行うさがもっとも小さくなるように選択を行う

• 例えば･･･
• 昼時の生協を思い出してみましょう あなたは会計を待って• 昼時の生協を思い出してみましょう。あなたは会計を待って、
レジの列に並んでいます。

• 向こうの列のほうがどうも早そうです。

レジを待つ列を変えますか？変えませんか？• レジを待つ列を変えますか？変えませんか？

• Actionの後悔は大きいから、と説明されます。
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STEP1: “Hop!! “
Mellers, Schwarts & Ritov (1999)
もっとも面白いのは、効用理論で説明できな
い選択でも、これを用いて説明することができ選択 も、 れを用 説明する き
る

これの応用版として Mellers et al  (1999) はこれの応用版として、Mellers et al. (1999) は
Decision affect theoryを唱えています
効用だけでは、感情を予測できない！

• 感情は決定に関わる！

以後、少し数式出てきますがご勘弁を。
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Decision affect theoryDecision affect theory

結果Aと結果Bがあるギ ブ ①を考え み結果Aと結果Bがあるギャンブル①を考えてみ
ましょう。

ギャンブルをした結果、結果Aが起こりました。
Decision affect theoryが予測する結果Aに対Decision affect theoryが予測する結果Aに対
する感情の大きさRAは、

JR： 線形関数 結果Aと結果Bの差 結果Aが起こらない
確率

UA，UB： 効用の大きさ

SA： 主観的確率

確率

結果Aと結果Bの差を、起こる確率で
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結果Aと結果Bの差を、起こる確率で
重み付けしているというのがこの式



Decision affect theoryDecision affect theory

次に このギャンブルが２つある場合を考えてみる次に、このギャンブルが２つある場合を考えてみる。
どちらかのギャンブルを選択しなくてはならないとする。
ギャンブル①を選択した結果 結果Aが起こりましたギャンブル①を選択した結果、結果Aが起こりました。

結果Cが起こったときに、結果Aに対する感情の大き
さRAは、さ は、

JR： 線形関数 結果Aと結果Cが起こ
らない確率

ここは一緒

UA，UB： 効用の大きさ

SA： 主観的確率

らない確率

結果Aと結果B＆結果Cの差を、起こる確
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結果Aと結果B＆結果Cの差を、起こる確
率で重み付けしているというのがこの式

Decision affect theoryDecision affect theory

この後、実験を行って、このモデルのあては
まりがどれほどよいかを検証しているのですまり れ よ を検証 る す
が・・・（もちろんあてはまりはよい）。

要するに 感情の大きさを設定状況から計算要するに、感情の大きさを設定状況から計算
できますよ、ということ。

以下割愛以下割愛。
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方法方法

ValueValue:
+50，-50，+200，-200

Probability:y
0.8, 0.5, 0.2

Feed back条件
Partial feedback:Partial feedback:

• 選んだほうの輪の結果しか知らさ
れない

⇒DisappointmentDisappointment
Complete feedback:

• 選ばなかったほうの輪の結果も
知らされる
⇒Regret

extremely sad-extremely happy
までrating
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までrating

Mellers  Schwarts & Ritov (1999)Mellers, Schwarts & Ritov (1999)

P ti l f db k条件Partial feedback条件
選択した後、運によって決められた結果しか知らされない

Un obtained result• Un-obtained result

期待した結果と実際の結果の差⇒disappointment
前者の式によってimpactを計算する前者の式によってimpactを計算する

Complete feedback条件
選択した後 選択しなかった結果も知らされる選択した後、選択しなかった結果も知らされる

• Un-choice result

期待した結果と選択しなかった結果と実際の結果の差期待 結果 選択 結果 実際 結果

⇒regret
後者の式によってimpactを計算する
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これを踏まえて。
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STEP2: ”Step!!”
Camille et al. (2004) Science

どRegretを生じさせる大脳皮質はどこか？

候補：眼窩前頭皮質[Orbitofrontal cortex]
Reasoningやplanningに関わる外側部前頭前野とつな
がっており、

かつ、感情に重要な扁桃体[amygdala]ともつながっており、

かつ、感覚系にもつながっているエリア。

しかも、価値の評価や比較に関わることも知られて
いる。る。

候補！！
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Camille et al  (2004) ScienceCamille et al. (2004) Science

というわけで、Mellers et al. (1999)の手法に則
り、以下のふたつのことを確かめることを目り、以下 ふ を確 る を目
的とした

後悔（Regret）と失望感（Disappointment）という感後悔（Regret）と失望感（Disappointment）という感
情が理性的な決定に及ぼす影響

これらの感情を経験する能力が眼窩前頭皮質これらの感情を経験する能力が眼窩前頭皮質

によって調整されているか
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手続き手続き

S bj t 眼窩前頭皮質に障害 ある脳損Subjects: 眼窩前頭皮質に障害のある脳損
傷患者5名と、普通の人18名
手続き：Mellers et al. (1999)
デザイン：デザイン：

Feedback (Partial or Complete)
Subjects (Normal or Patients with OFC Lesions)Subjects (Normal or Patients with OFC Lesions)

従属変数：
感情の強さ(Rating)
Skin conductance response (SCR)
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脳損傷患者の損傷部位脳損傷患者の損傷部位
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仮説仮説

じ利得構造 も 健常者は ドバ1. 同じ利得構造でも、健常者は、フィードバッ
クによって違う感情を経験するだろう

2. 健常者と眼窩前頭皮質損傷患者では、
フィードバックが異なる効果は異なるだろうフィードバックが異なる効果は異なるだろう
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結果(Intense: Normal subjects)結果(Intense: Normal subjects)

-200の損害をこうむらな
かったときと、200の利
益を得たとき 感情益を得たときの感情の
強さの差が存在する。

普通の人は complete 普通の人は、complete 
feedback条件のほうが
partial feedback条件よpartial feedback条件よ
りもネガティブに反応し
た！

More negative!!
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結果(Intense: Patients)結果(Intense: Patients)

-200の損害をこうむらな
かったときと、200の利
益を得たとき 感情益を得たときの感情の
強さの差がない。

選択したゲ ム内なら選択したゲーム内なら
いくらか比較することは
できるが、選択外のできるが、選択外の
フィードバックは影響な
し。

Not 
significant!!

⇒regretを経験しない
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結果(Skin Conductance Response)結果(Skin Conductance Response)

健常者健常者

Complete 条件で
条は、Partial条件よ

りも皮膚電位反応
が強まるが強まる

損傷患者

全く差なし全く差なし。

⇒自己報告と同じ
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補足補足

3名の前頭前野の損傷患者に同じ実験をして
もらったところ、健常者と同じ感情反応をした、健 者 情反 を

Regretが欠けるのは、もっと一般的な価値判断が
できなくなるからではないできなくなるからではない

しかも、一度に一個以上のギャンブルに注意
を向けられないからでもないを向けられないからでもない

実験を通して、脳損傷患者はルーレットの記録を
正しくつけることができた
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Regression AnalysisRegression Analysis

ゲ ム1を選択するか否かを従属変数に Complete ゲーム1を選択するか否かを従属変数に、Complete 
feedback条件のみに対してRegression Analysisを敢行。

Anticipated disappointment (d) :Anticipated disappointment (d) :
Anticipated regret (r) :
Expected value (e) : ２つのゲームそれぞれの期待値の比較

脳損傷患者脳損傷患者
eで全てのチョイスを説明できる（回帰係数は有意＆ポジティブ）

健常者健常者
eおよびrでチョイスを説明できる（回帰係数は有意＆ポジティブ）

どちらのグループでもdは有意な説明変数にはならない
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ここまでのまとめここまでのまとめ

同じ利得構造 も 健常者は ドバ1. 同じ利得構造でも、健常者は、フィードバッ
クによって違う感情を経験するだろう
⇒ Yes．もっと強く、負の感情を感じた。

2. 健常者と脳損傷患者では、フィードバックが2. 健常者と脳損傷患者では、フィ ドバックが
異なる効果の大きさが異なるだろう
⇒ Yes 脳損傷患者では disappointmentの効果⇒ Yes. 脳損傷患者では、disappointmentの効果
はややあったが、regretの効果はなかった。
違う神経システムが 異なる感情を引き起こし違う神経システムが、異なる感情を引き起こし
ているようである。

22

STEP3:”Jump!!”
Coricelli et al. (2005) Nature
で、本当に眼窩前頭皮質が関わっているの
か、ｆMRIで調べてみよう。、 調 う。

課題はほとんど同じ

課題遂行者は全て健常者課題遂行者は全て健常者

Feedbackにpartial（Disappointment） or complete
（regret）・・・同じ

＋Follow条件（コンピュータが勝手にルーレットを
チョイスする条件）が付け加わった

• 責任感が生じない条件
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責 条

結果 その前に結果、その前に

前腹側線条体(anterior ventral striatum)
Choose条件のみで、損益に相関する形で活動がChoose条件のみで、損益に相関する形で活動が
観測された

この領域は予測と実際の結果とのミスマッチに反この領域は予測と実際の結果とのミスマッチに反
応する

• 予想よりもよい場合にはactivated• 予想よりもよい場合にはactivated

• 予想よりも悪い場合にはdeactivated

今後Choose条件のみの結果を見ていく今後Choose条件のみの結果を見ていく
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Disappointment（Partial feedback）Disappointment（Partial feedback）

計算方法は前述の通り計算方法は前述の通り

Disappointmentの強さと活動が相関するpp 強 動 関す
のは、以下の２つの部分

中側頭回 (Middle temporal gyrus)中側頭回 (Middle temporal gyrus)

背側部脳幹 (Dorsal brainstem)
A i  i li t d i  i  i  
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• A region implicated in processing aversive 
signals such as pain.

で Regretと相関するのは？で、Regretと相関するのは？

M di l OFCMedial OFC:
Regret（Relief）の大きさと強く相関する

同じように活動する がで、同じように活動するのが、
海馬の一部(Anterior hippocampus)･･･記憶？
前帯状皮質(A t i  i l t  t ACC)前帯状皮質(Anterior cingulate cortex: ACC)

• 報酬の期待の大きさに比例して活動が大きくなる場所

得られた額が+50でも 50でも +200が得られな得られた額が+50でも‐50でも、+200が得られな
かったとき（regret）には活動し、-200を避けられたと
き（relief）には活動しないき（relief）には活動しない
利益が＋－に関わらず、比較過程と相関して活動する！
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Regression AnalysisRegression Analysis

ゲ ム1を選択するか否かを従属変数にゲーム1を選択するか否かを従属変数に、
Regressionを敢行。

Anticipated disappointment (d) Anticipated disappointment (d) :
Anticipated regret (r) :
Expected value (e) : ２つのゲ ムの期待値の比較Expected value (e) : ２つのゲームの期待値の比較

Complete feedback条件
rとeでチョイスを説明できるrとeでチョイスを説明できる
dは予測しない

Partial feedback条件Partial feedback条件
dおよびeでチョイスを説明できる
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後悔の経験は頭の中に蓄積される後悔の経験は頭の中に蓄積される

T i lが増えるに れて 被験者のチ イスに対するTrialが増えるにつれて、被験者のチョイスに対する
regretの影響力は増えた

Trialのブロ クが後になるにつれて 被験者はregretを避Trialのブロックが後になるにつれて、被験者はregretを避
けるように意思決定を行った

Regretを経験すると 回数と相関してOFC left Regretを経験すると、回数と相関してOFC、left 
amygdalaなどの活動が増えた

Regretを経験するときと同じ場所Regretを経験するときと同じ場所
Regretを経験するときには、もっとチョイスに関わる脳部
位も活性化する

期待値を大きくするより、regretを避けるように決定
を行う場合、ACCなどの活動が増した
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まとめまとめ

ハード的な分析から、後悔の神経基盤は単なる結
果の評価過程とは異なる過程があることが示唆さ
れれた。

agencyがあるかないかによって脳の活性化部位が違う

後悔の強さは、medial OFCの活動と強く相関してい
る

利益の達成に関与すると報告されている部位

避けるべき刺激を誇張するような部位避 刺激を誇張す う 部位

要するに相対的な利益（仮想も含め）を評価する部位
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まとめ（つづき）まとめ（つづき）

後悔は蓄積される

OFCとamygdalaが活性化したOFCとamygdalaが活性化した
• 感情が選択に影響を与える！

後悔したその感情の負の価値が 選択の価値を後悔したその感情の負の価値が、選択の価値を
変えていく
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