今月の認知神経科学：論文紹介
2016 年 4 月
Bracci, S. et al. Representational content of octipitotemporal and parietal tool areas.
Neuropsychol., 84:81-88, 2016.
この論文は左半球の頭頂間溝 IPS、外側後頭側頭皮質 LOTC、腹側後頭側頭皮質 VOTC
よりなる道具ネットワーク（手も含む）内の機能分化を fMRI とその MVPA から検討した。
課題は 1-back repetition detection task で、刺激は操作できないもの、道具、手、胴体、
scramble の 5 種類。手と道具に対する活性は overlap することが多かった。上記 3 領域で
参加者毎に scramble と比較して手と道具に最も高く反応した領域を ROI として設定した。

ROI の結果が上
の棒グラフで、それ
ぞれ異なる活性パ
ターンがみられる。
次に、MVPA では
各 ROI における各
刺激間の相関が示
されている（図 A）
。
表象されている内
容を検討したが、刺
激を Action に関係
する手と道具、もの
の Category（生物/
無生物）に分けて相
関を検討した。その
結果が下のグラフ B
で、左 IPS は Action
で相関が高く、左 VOTC では Category で相関が高く、Action では負の相関になっている。
左 LOTC は Action, Category ともに相関が高い。左 LOTC は左 IPS の Action、左 VOTC
の category の両者をつなぐ役割があると考えている。

Vandenbroucke, A.R.E. et al. Prior knowledge about objects determines neural color
representation in human visual cortex. Cereb. Cortex, 26:1401-1408, 2016.
この論文はものについて持っている知識が色の表象に与える影響を検討した。刺激は下
にあるが、図形についた色（Colors 赤と緑）、典型的な赤あるいは緑のもの（Typical objects
ただし、色は赤と緑の中間）、同じ色のものでない図形（Non-objects）で（図 A）、図 B
にあるように凝視点（＋）を中心に配置さ
れた。これは Colors の例だが、他の刺激
も同様に提示された。
ROI は V1, V2, V3, V4 とそれらをまと
めた com である。
fMRI のデータに MVPA
(decoding) を適用した。下の棒グラフが
そ の 結 果 で あ る 。 図 A は Withincategory で の Colors, Typical objects,
Non(sense)-objects の Set A, B 間の比較
である。前 2 者については V1-V4 のすべ
ての ROI で有意な decoding ができたが、
Non-objects に関しては V4 のみで有意な
decoding がみられた。そして、この論文
の目的だが、classifier を Colors で訓練し、
Typical objects に適用した。また、逆に
gyagyakuni

Typical objects で訓練し、Colors に適用した。図 B の左がその結果で（両操作の結果を
combine した）V3, V4 と com で有意な decoding ができた。この結果はものについての知
識が色の表象に影響を与えたものと解釈され、行動実験でその結果を補強した。一方、
Non-objects で類似の操作を行ったが、decoding はできなかった（図 B）
。

Lau, E.F. et al. Spatiotemporal signatures of lexical-semantic prediction. Cereb. Cortex,
26:1377-1387, 2016.
この論文は意味的プライミングの手続きで、prime-target の意味的関連性（Related と
Unrelated）を操作し（Low expectation と High expectation）
、語彙－意味処理を top-down
の期待が促進する領域を脳磁図 MEG、脳波 ERP、fMRI で明らかにした。これまでの ERP
研究では期待（予測）が可能な時には N400 成分の減少がみられている。

結果を上の図に示す。左の線グラフは左側頭部の MEG の結果で、High expectation 条
件で、Unrelated（赤）の方が Related（黒）よりも振幅が大きい。この図は target の提示
に time-lock されており、350-450 ms あたりで、この傾向が顕著である。なお、ERP は右
の後部領域で High expectation の Related の振幅低下が顕著だった。
そして、
MEG の High
expectation の Unrelated – Related のデータで電源推定を行った結果が上の図の中央部の
脳の図で、左側頭皮質の前方部に推定された。
同じ課題を遂行中に fMRI で脳活性を計測した。High expectation 条件で、Unrelated –
Related の領域を求めたところ、上の図の右下の脳の図にあるように、左上側頭皮質の前方
部に活性がみられた。これは MEG で電源が推定された領域である。
これらの結果は、左上側頭回前方部が語彙－意味処理において top-down の期待の促進的
な影響がみられる領域であることを示した。

Wimmer, G.E. & Büchel, C. Reactivation of reward-related patterns from single past
episodes supports memory-based decision making. J. Neurosci., 36:2868-2880, 2016.
この論文は 1 回の刺激－報酬についての経験が、その後の意思決定（ギャンブル）に与
える影響を検討した。多数の実験を行っているが、その一部を紹介する。5 つの実験で使わ
れた刺激－報酬の偶然的な学習課題を下の図 A に示す（刺激は trial unique）。日常に使う
ものの写真に報酬の大小を表す垂直/水平線が提示される。参加者は Target 期に素早く反応
することが求められる。期内に反応したか Feedback される。その後、ものを提示しそれが
関係した報酬の大小を問われる（詳細省略）
。以上が実験 1 だが、実験 4 ではリスクの大小
があるギャンブル課題の試行の冒頭に prime として大/小の報酬と結びついたものが提示さ
れ、ギャンブルへの影響が検討された。それとは別に fMRI の実験があり、学習期とテスト
期の脳の活性が計測される。テストではものが提示され、それに結びついた報酬の大小な
どが問われる。ROI が決定され、MVPA (decoding) が行われた（詳細省略）
。

下の上図 A の左のバーが実験 1 の報酬大の選択の成績、B は実験 4 の結果で報酬大の刺
激提示の方がリスク大の選択をしやすい。C が fMRI のテストの結果で、報酬の大小が有意
に想起されている。下図は MVPA の結果で、学習期に訓練した classifier をテスト期に適
用したとこ
ろ B にある
ように報酬
の大小を有
意に decode
できた。それ
は C にある
ように成績
と相関して
いた。ものの
提示は報酬
の大小を呼
び起した。

Boorman, E.D. et al. Two anatomically and computationally distinct learning signals
predict changes to stimulus-outcome associations in hippocampus. Neuron, 89:13431354, 2016.
この論文は端折って説明する。課題は図形とカードの連合の学習で、高低の contingency,
HC, LC がある。その連合は choice 試行で学習されるが、suppression block が挟まれ、そ
こでは連合の強度が probe される。Choice では報酬量が contingency とは関係なく独立に
セットされる（以上、
本文および上段、中
段の図を参照のこ
と）。

中段 suppression
block は学習による
連合の強さの変化
を示しており、HC
の活性が海馬にお
いて低下すること
を示す（LC >HC）
。

Suppression block

Choice 試行では、
そこで働く 2 つの学
習信号が検討され
た。一つは外側眼窩
前頭皮質のもので、
連合の identity に関
係する。もう一つは
腹側中脳のドーパ
ミン細胞のもので、
報酬価に関係する。
この 2 つの信号が連
合学習を支えてい
る。

Etzel, J.A. et al. Reward motivation enhances task coding in frontparietal cortex. Cereb.
Cortex, 26:1647-1659, 2016.
この論文は報酬が課題の coding に与える影響を検討した（手続は Supplement の説明を
読まないと理解できない）
。要約すると、実験は日を変えた baseline と incentive session
に分けられ、いずれも fMRI による計測がある。課題は顔か文字に関するもので、いずれを
行うかは Cue で教示される（下図は baseline session の手続）。顔と文字の superimpose
された Target が提示されたときに課題により性別か音節数を判断する。Incentive session
では、報酬の有無が操作されたが、それは Cue に異なる色を加え、予告した。Baseline
session では MVPA (decoding) の classifier の訓練を行い、顔/文字を区別させる。Incentive
session で decoding の成績に対する報酬の有無の影響を検討した。

左図は decoding
の結果で 7ROI と
全体の結果が示し
てある。PFC は前
頭前皮質、SMA は
補足運動野、POC
は頭頂－後頭皮
質、SFC は上前頭
皮質、PPC は後部
頭頂皮質。これら
の前頭頭頂 ROI で
は報酬あり条件で decoding の成績が良い（太線は有無条
件間で有意差あり）
。この結果は報酬（Incentive）がある
と、ない時（Noincentive）に比べて、課題（顔 vs 文字）
の coding が亢進していることを示す。各参加者の行動と
decoding の成績における Incentive – Noincentive を算出
し、プロットしたものが左図で、有意な正の相関がみられ
た（二重丸はデータの重なり）
。

Depue, B.E. et al. The organization of right prefrontal networks reveals common
mechanisms of inhibitory regulation across cognitive, emotional, and motor processes.
Cereb. Cortex, 26:1634-1646, 2016.
この論文は認知（記憶）
、情動、運動領域の抑制に関する右前頭前野の network を構造的、
機能的結合を含めて検討し、これらの domain で共通に関係する領域を求めた。課題はすべ
て抑制に関係するが、記憶は Think /No-Think task, TNT, 情動は emotion regulation
paradigm, ER, 運動は Stop-signal task, SST を利用した
（課題の説明は本文参照のこと）。
これら 3 課題と安静時に fMRI で脳活性を計測し、機能結合の検討を行った。また、拡散テ
ンソル画像法で解剖学的な線維結合を検討した。記憶では帯状束、情動では下前頭後頭束
と鉤状束、運動では内包の前肢が関係する線維束で、異方性比 FA を指標にした。
MFG:
中前頭
回
HIP: 海
馬
OFC:眼
窩前頭
皮質
AMY:
扁桃核
STN: 視
床下核
ACC:前
部帯状
皮質
IFG: 下
前頭回

上が結果だが左上より右へ記憶、情動、左下は運動の機能結合、右下は共通両域である。
赤は活性が上昇、青は低下した領域である。Z は機能結合の程度を表す。記憶の抑制の TNT
課題の成績は aMFG と HIP の機能結合と帯状束の FA (integrity) が関係していた。情動の
抑制 ER に関しては aMFG と OFC、OFC と AMY の機能結合が貢献し、前者には下前頭
後頭束の FA が関与し、鉤状束の FA は両機能結合に関係していた。運動抑制の SST 課題
の成績には MFG 後部と ACC、IFG の機能結合が IFG と STN の機能結合に影響を与え、
それには内包の前肢の FA が関係していた。このように、それぞれの domain は独自の
network をもつが、aMFG（それと角回）が domain を超えて共通していた。

今月の認知神経科学の応用
興味深い論文は太字にした。
Hein, G. et al. (2016) Science, 351:1074-1078.
ヒトの利他的行動を前部帯状皮質 ACC、前部島皮質 AI、腹側線条体 VS の機能結合から
検討。共感による利他行動は ACC→AI, 相互的な利他行動は加えて AI→ACC, AI→VS。
Dodell-Feder, D. et al. (2016) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 11:593-603.
恋人の心的状態について考える時の心の理論 ToM 回路（特に左側頭頭頂接合部、
楔前部）
の活性レベルは meaningful な交際をした日やその後のかれらの well-being に関係する。
Charpentier, C.J. et al. (2016) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 11:569-579.
ギャンブル前に情動的な prime を与えると、不安傾向の低い人で、loss aversion が増加
し、それには扁桃核－線条体の機能結語の増加が関係していた。
Reidy, B.L. et al. (2016) Neuropsychol., 84:54-62.
学童で睡眠不足と情動顔への反応を fMRI で計測した。睡眠時間は扁桃核、島皮質、眼窩
前頭皮質など情動関連領野の活性と負の相関、扁桃核と前頭前野等との機能結合は正相関。
Pujol, J. et al. (2016) Neuroimage, 129:175-184.
交通による大気汚染の学童の脳への影響を MRI により、形態と機能面から検討した。形
態面では影響はなかったが、脳内ネットワークの機能結合、脳の成熟に影響があった。
Metzler-Baddeley, C. et al. (2016) Neuroimage, 130:48-62.
2 か月のワーキング・メモリ WM の訓練が実行、前部 salience、大脳基底核 network の
皮質の厚さや容量に与える影響を調べた。領域により増加、減少がみられた。
Zeidan, F. et al. (2016) J. Neurosci., 36:3391-3397.
マインドフルネス瞑想による鎮痛効果は、Naloxone の影響を受けないので、endogenous
な opioid を介して発揮されるのではない。
Klumpp, H. et al. (2016) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 11:630-640.
般性社会不安障害に対する認知行動療法の効果と認知機能の容量の関係を fMRI で検討。
容量減少時の恐れの妨害刺激に対する前部帯状回等の反応が療法の効果をよりよく予測。

Bernardi, G. et al. (2016) Neuroimage, 129:367-377.
長時間の感覚運動、実行機能課題の訓練による脳の変化と睡眠による回復を構造、拡散
weighted MRI、脳波で検討。課題訓練で白質、灰白質が増加したが、睡眠で元に戻った。
Mather, G. et al. (2016) Neuropsychol., 84:193-197.
ヒトの MT+/V5 に磁気刺激 TMS を与え、単純な運動 SM と生物学的運動 BM の知覚へ
の影響をみた。SM は成績が低下したが、BM は影響がなかった。BM の 2 経路説を支持。
Hilgenstock, R. et al. (2016) Hum. Brain Mapp., 37:1277-1295.
5 日間陽極の経頭蓋直流刺激 tDCS を一次体性感覚野に与え、grating orientation task
への影響とその効果の持続（4 週間後）を検討し、いずれもプラスの結果を得た。
Price, A.R. et al. (2016) J. Neurosci., 36:3829-3838.
陽極の High-definition tDCS を左角回に与え、意味のある語彙の結合の理解を検討した
が、理解の反応時間が早まり、角回が語彙-意味の統合に関係していた。
Colombo, B. et al. (2016) Brain Cognit., 104:7-14.
認知制御機能を持つ右背外側前頭前野への陽極 tDCS は、情動的・魅力的 vs 機能的・
有用的なものの選択に影響を与え、後者の選択の反応時間を短縮させた。
Meinzer, M. et al. (2016) Brain, 139:1152-1163.
脳卒中後の失語症患者の左一次運動野に陽極 tDCS を与え、2 週間の intensive naming
therapy への効果と半年後の持続、日常生活への般化にプラスの効果を得た。
MacInnes, J.J. et al. (2016) Neuron, 89:1331-1342.
fMRI の neurofeedback で腹側被蓋野 VTA の活性を意図的に持続させることができた。
その結果、中脳の機能結合が増大した。行動の改善をもたらす介入への効果が期待される。
Yao, S. et al. (2016) Neuroimage, 130:230-240.
fMRI の neurofeedback で前部島皮質の活性の随意的な統御を訓練した結果、痛みへの共
感が増加し、それは neurofeedback をやめてからも持続した。
Tsvetanov, K.A. et al. (2016) J. Neurosci., 36:3115-3126.
600 名を越える 18-88 歳の参加者で、高齢者の認知の神経基盤の特徴を安静時 fMRI で検
討。
高齢者は脳活性の急速な decay を大規模 network 内外の機能結合の増加で補っていた。

Hedden, T. et al. (2016) Cereb. Cortex, 26:1388-1400.
186 名の 65-90 歳の認知機能の変動と MRI や PET によって計測された脳の多数の指標
との関係を検討。認知機能は多くの指標と関係したが、domain により特定の指標と関係。
Vannasing, P. et al. (2016) Neuropsychol., 84:63-69.
1 日齢の新生児に母語、非母語、それらの逆再生を刺激として与え、fNIRS で側頭葉の活
性を検討した。酸素化 Hb は母語で左、非母語で右半球に大きな反応を示した。
Agyei, S.B. et al. (2016) Neuropsychol., 84:89-104.
Full-term と preterm の 4 カ月と 12 カ月時の視覚的な動きに対する反応を脳波で検討し
た。Full-term では動きに対して潜時が減少していったが、preterm ではそれがなかった。
Sølsnes, A.E. et al. (2016) Neuroimage, 130:24-34.
極度の低体重の早産児の学童期における脳を形態的、拡散 MRI で検討した。Full-term
と比べ皮質下の容量は減少するが、拡散画像による異方性比などは大きな差は見られない。
Mullins, C. et al. (2016) Neuron, 89:1131-1156.
自閉症 ASD の遺伝、蛋白、生化学、電気生理学研究を総合した統一的な見方を提案。特
に autoregulatory feedback loop を問題にしている。
Haar, S. et al. (2016) Cereb. Cortex, 26:1440-1452.
ASD の脳の database, ABIDE で脳の形態的特徴を検討した。この大規模な調査で、ASD
で脳室が大、脳梁が小、いくつかの皮質で厚さが増大していた。従来の研究と違う結果も。
Cui, Z. et al. (2016) Hum. Brain Mapp., 37:1443-1458.
発達性の読字障害 dyslexia の MRI, 拡散テンソル画像で白質の線維束/領域の特徴（白質
容量、異方性比など）を抽出し、機械学習で健常児との区別をさせた。
Anderson-Moony, A.J. et al. (2016) Brain Cognit., 104:48-57.
ダウン症 DS の歩行の統合運動障害 gate dyspraxia が認知機能の低下に関係することを
論じた総説。
Lohse, M. et al. (2016) J. Neurosci., 36:3821-3828.
発達性の相貌失認で初期視覚皮質 EVC と前方の顔関連領域との機能結合を fMRI と
DCM で検討。EVC→後頭顔領域、EVC→後部上側頭溝の結合が低下していた。

Liu, R.R. et al. (2016) Cereb.Cortex, 26:1473-1487.
右/両側の前部側頭皮質の損傷による相貌失認が apperceptive/associative か、multimodal/unimodal かを音声知覚と認知で検討し、modality-specific associative とした。
Bernardoni, F. et al. (2016) Neuroimage, 130:214-222.
拒食症 anorexia nervosa の皮質の灰白質の厚さ、容積と皮質下の領域を構造的な MRI
で検討した。介入による体重回復に伴い、灰白質の厚さが急速に増加するなどした。
Jones, S.A. et al. (2016) Neuroimage, 129:378-388.
過度の飲酒をした若者は Wheel of Fortune ゲームにおける意思決定で、背側線条体の活
性低下がみられた。また、飲酒前に前頭－頭頂領域の活性低下などもみられた。
Scharfenort, R. & Lonsdorf, T.B. (2016) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 11:612-620.
恐怖の回帰には CS+と CS- の両者に反応するタイプと CS+のみに反応するタイプがある。
fMRI 研究で、前者の CS- の反応には腹内側前頭前野が関係することが分かった。
Grabe, H.L. et al. (2016) Hum. Brain Mapp., 37:1602-1613.
視床下部－下垂体－副腎系の反応に影響を持つ TT genotype of the FKBP5 gene single
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