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この論文は視覚、触覚による新奇な物体の形の知覚とそれらの物体に対する脳の活性の
パタンを関係づけることにより（MVPA, 表象類似性分析 RSA 的方法）、各モダリティに関
連する領域と、両者が集まる領域、さらには top-down の影響を明らかにした。
実験は 9 個の物体の視覚、触覚による類似性の判断と、同じ文体を用いた 1-back task に
よる fMRI 脳機能計測よりなる。9 個の物体は x, y 軸上に配置されるように作られた。両感
覚による 7 段階の類似性判断が行われ、結果は多次元尺度構成法 MDS で二次元平面上に配
置された。fMRI では univariate 分析、ROI（視覚：BA17, 18, 19, 左右 BA37, 左右外側
後頭皮質 LOC。触覚：左右の BA1, 2, 3, 5, 6, 7, 39, 40）の決定、RSA 的方法で物体に対す
る反応を二次元平面上に配置し、感覚の結果と脳の反応の関係を検討した。

上左は視覚（赤）、右は触覚（青）の類似性
判断（実線）とそれぞれ BA18, 左 BA7 の脳の
活性の類似性パタン（破線）である。両者がよ
く一致しており、知覚判断と脳活性が関係する
ことが分る。下の図は両感覚の平均と左 LOC
の活性パタンであり、高い相関を示す。LOC
では両感覚が converge していると考えられ
た。また、視覚から触覚へ切り替えた時、視覚
野に触覚の表象を見出し、top-down 的な視覚
imagery の影響と考えた。

Wurm, M.F. et al. Decoding concrete and abstract action representations during explicit
and implicit conceptual processing. Cereb. Cortex, 26:3390-3401, 2016.
この論文は行為理解の運動説と認知説を検討したもの。参加者は 2 つの行為（切る、皮
をむく）を 2 つの対象（リンゴ、ジャガイモ）に行うビデオをみる。課題は one-back で対
象には関係なく行為に注目する action task（行為に関して explicit な処理）と行為に関係
なく対象に注目する object task（implicit な処理）がある。脳活性を fMRI で記録し、MVPA
(classification) を適用した。方法は上図にあるが、action, object 課題で、リンゴ、ジャガ
イモで classifier の訓練をし、
切ると皮をむくの区別をする。それを同じ条件でテストする。
それは concrete の行為の表象（赤の矢印）。一方、それをリンゴ（ジャガイモ）で訓練し、
ジャガイモ（リンゴ）で、cross でテストしたのが abstract の行為の表象（青の矢印）
。MVPA
は searchlight と ROI（PMv:腹側運動前野、aIPS:前部頭頂間溝、LOTC:外側後頭側頭皮質）
で行ったが、ここでは ROI の結果を紹介する。

結果は下図で、6 か所の ROI の classification (decoding) の成績である。この結果で対照
的なのは運動関連の PMv と知覚関連の LOTC で、PMv では concrete な行為を explicit に
処理している時にのみ表象がある。一方、LOTC では concrete, abstract 両方の行為で処理
が explicit でも implicit でも行為の表象がみられた。この結果は行為の理解に関して、認知
の側面の重要性を示唆する。この論文は『認知神経科学への期待』12 で述べたミラー・ニ
ューロン・システム MNS と有線領外身体領域 EBA の違いについての研究でもある。

Wagner, I.C. et al. Parallel engagement of regions associated with encoding and later
retrieval forms durable memories. J. Neurosci., 36:7985-7995, 2016.
この論文は長期間（といっても 2 日）保持される記憶を、MVPA の表象類似性分析 RSA
データを事後記憶効果の面から検討し
た。課題は 96 のもの－位置の対で、2
回（192 試行）の記銘がある。その後、
学習直後と 2 日後に cued recall のテス
トがある。fMRI で脳活性が記録され、
各対について 1 回目と 2 回目の活性の類
似性を RSA で検討した。また、テスト
時の活性も計測された。
テストの結果から、各対は 3 つに分類
された。forgotten は直後のテストで再
生できなかった対、weak は直後は再生
できたが 2 日目は再生できなかった対、
durable は 2 日目にも再生ができた対。
左図 A は記銘時に刺激対の類似性が
durable>forgotten の領域。B, C の結果
をみると、長短に関係なく、記憶の形成
には後部帯状皮質 PCC における類似性
の上昇が関係していた。すなわち、長期
に維持される刺激対は安定した処理が
行われていた。図 D は図 A と同じ条件
で、類似性と univariate 分析の活性の
結果を示したもの。durable な記憶には
内側、下部側頭、前頭前、頭頂皮質領域
などに活性があり、それには外側の前頭
前や頭頂皮質、前後の正中線領域におけ
る類似性の増加が伴っていた。最下図
は、記銘時の類似性（緑）と想起時の活
性（赤）、overlap の領域である。特に
PPC で想起時の活性増加と、記銘時の
類似性増加が overlap していた。記銘に
は PPC での安定した処理が重要で、そ
れに前頭、頭頂、正中線部の活性、類似
性の増加あると、durable な記憶へ。

Berron, D. et al. Strong evidence for pattern separation in human dentate gyrus. J.
Neurosci., 36:7569-7579, 2016.
この論文は Bakker et al. (2008) Science, 319:1640-1642. を発展させたもので、高解像
度の fMRI で海馬の下位領域や周辺の領域が、反復された repetition 刺激や lure 刺激（さ
らに、系列の最初の first presentation 刺激）にどのように反応するのかを検討し、MVPA
（classification, decoding）を適用した。ただ、Bakker らの刺激が trial-unique だったの
に対し、この実験では A, B の二種類の写真である（上図）。したがって、lure とか first
presentation の意味が Bakker らとは異なる点は注意が必要だ。
上図にあるように、課題は最初に提示された刺激が 3 度出た時に反応する記憶課題であ
る。この例は A,B 刺激が合わせて 5 回提示されているが、4 回提示の試行もある。fMRI に
よる分析は最初の 2 刺激提示に限った（青い縦線の左）
。この例では、上が B-B で B が
repetition, 下が A-B で B が lure, それぞれ B, A が first presentation の刺激である。

下図が結果で、左の灰色のグラフは univariate 分析の結果で、Bakker らに対応する。左
が歯状回 DG, 右が CA1 の結果である。
各棒グラフは左から、first presentation, repetition,
lure に対する脳活性である。CA1 では first present. > repetition である。DG では lure >
repetition だった。右の青色の棒グラフは MVPA の結果である。左から first presentation,
repetition, lure で、各棒グラフは左から海馬台 SUB、CA1, CA2-3, DG の結果である。こ
のグラフから分るように、歯状回で lure の classification, decoding だけが有意だった。こ
の結果は DG が pattern separation に関係する証拠と考えられた。なお、他の内側側頭葉
の領域（海馬傍皮質、周嗅皮質、嗅内皮質）では有意な decoding はできなかった。

Kurth-Nelson, Z. et al. Fast sequences of non-spatial state representations in humans.
Neuron, 91:194-204, 2016.
この論文は４つの物体間を辿る非空間的なシークエンスをプランしている時に、各物体
の表象がどのように出現するかを、脳磁図 MEG の MVPA (classification) で検討した。デ
ータの分析を十分に理解していないので、ここに述べることは本文を参照して確認してく
ださい。刺激は 6 あるが（上図 A）
、4 使用する。移動可能な方向が矢印で示されている。
移動すると＋、－の報酬が得られるが、報酬量は変化する。試行は出発の物体、累積の報
酬の符号が逆転する物体が 2 つ示される。そして、最大 1 分のプランの時期があり、プラ

ンを予行演習した後に実際の課題を実行する。なお、プ
ラン期には刺激は提示されない。
結果は駆け足になるが、中図左は実際の物体を提示し
た条件での decoding が可能なことを示している。右図は
プラン中に参加者がどのような方向で物体間を辿るかを
検討した結果で、参加者は逆向きで辿ることを示した。
下図は異なる参加者の結果であるが、Y 軸の上が終着、
下が出発の物体（state）で、各物体の出現率が表示され
ている。これはラットの迷路の replay に対応する。

Méndez-Bértolo, C. et al. A fast pathway for fear in human amygdale. Nat. Neurosci.,
19:1041-1049, 2016.
この論文は、系統発生的に古い扁桃核への皮質下の経路が素早い脅威の検出に関係する
ことを、患者の扁桃核に挿入された電極で表情写真に対する事象関連電位 iERP を記録する
ことにより検討した。なお、紡錘状回からも iERP を記録した。
表情刺激の例が上図にある。表情は Fearful, Happy, Neutral の 3 種類、空間周波数が
BSF (broad-band), HSF (high), LSF (low) の 3 種類である。
扁桃核の iERP を下図に示す。
図 c はすべての空間周波数をコミにした結果で、
情動、空間周波数、両者の交互作用が有意だった
時間帯域が図の下の水平線に示されている。
Fearful が他の 2 つの表情とは異なる反応を示し
た。情動と空間周波数の有意な交互作用は 74-122
ms で、
非常に早い時期からみられた。図 d は BSF
と LSF を一緒にした結果で、上記の傾向がさら
に強まった。図 f は Fearful の結果を空間周波数
別に示したもので、早い時間帯では BSF と LSF
は類似の時間経過を辿るが、HSF はそれとは異
なる反応傾向を示した。図 g は各条件で 0 レベル
から優位に振幅の変化があった時間帯である。
Fearful の BSF と LSF がその他と異なる反応を
示していることが分かる。LSF の結果は扁桃核へ
は大細胞系の入力、分析は大雑把だが早い入力が
あることを示している。なお、扁桃核内では外側
部から fearful への早い反応がみられた。
紡錘状回ではこのような反応傾向は見られて
いない。さらに、情動的な光景を刺激として与え
たが、扁桃核は早い反応を示さなかった。
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快、不快な IAPS を舞台や実際の事象の写真としてではなく、絵画に関係する芸術作品と
してみると、脳波の後期正電位 LPP が減少し、好まれた。芸術の情動制御の例。
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意味逸脱による事象関連電位 ERP の N400 と儀礼的、罪のない嘘と社会的に失礼な真実
による N400 を比較した。嘘で N400 は増大せず、真実の方が N400 を増大させた。
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遊びの場面で母親が 5 歳の子どもにタッチする頻度が子どもの社会脳の発達に関係する
ことを安静時 fMRI の機能結合から明らかにした。
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御に優れており、それは扁桃核－前頭前野の機能結合で、左扁桃核が抑制されることで。
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かった。構造的な MRI で精査したところ、機能的 MRI と一致する結果を得た。
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協和音、不協和音に対する美的な感覚は生物学的なものか文化的なものかを、アマゾン
の原住民で検討。かれらは両和音を審美的に区別せず、文化的なものと考えた。
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Set-shifting task で計測された認知的柔軟性と mismatch negativity, MMN の関係を音
楽の訓練の有無を絡ませて 9－15 歳で検討。柔軟性は音楽訓練の可塑性に影響した。
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流動性知能が認知訓練 cognitive training で向上するという報告があるが、placebo 効果
によるという疑問があり、それを検討。Placebo 効果を見出し、訓練効果に疑問を呈した。
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ワーキング・メモリ WM の訓練に PFC への経頭蓋直流刺激 tDCS を併用すると訓練効

果が高まるかを検討。数カ月持続する効果があった。tDCS の与え方などで効果に違いが。
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ウィスコンシン・カード・ソーティング課題 WCST と Stop 課題の実行中に背外側 PFC
に tDCS を与えた。両課題でエラー後の反応の slowing に影響が出た。極性が関連した。
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記銘前に左背外側 dlPFC に短い theta burst 磁気刺激 TMS を与えることは、その後に実
施した再認テストの成績を上昇させ、参加者の確信度も上げた。
Ferrari, C. et al. (2016) Cogn. Affect. Behav. Neurosci., 16:626-634.
内側 mPFC への TMS は、ある人の信頼性に関して矛盾した情報が与えられた時、その
人を信頼する方向に評価を更新する傾向が高まった。
Hortensius, R. et al. (2016) Cogn. Affect. Behav. Neurosci., 16:672-688.
緊急時の helping 行動には対応する人の個人的な distress 特性と傍観者が関係する。TMS
を含む 4 つの実験で、傍観者は distress 特性の高い人の helping を弱める傾向があった。
Waller, R. et al. (2016) Soc. Cogn. Affect. Neurosci., 11:1218-1226.
Oxytocin, OXT は sex-specific な社会的行動の個人差に関係し、それは扁桃核への影響に
よると考えられている。この研究は OXT の受容体の 3 つの多型を検討した。
Tabak, B.A. et al. (2016) Soc. Cogn. Affect. Neurosci., 11:1272-1279.
OXT と vasopressin, AVP はともに社会的認知を改善する。しかし、不安傾向が強い人
HA への効果は分っていないので検討。OXT は HA の人の社会的認知を損なったので注意。
Schweckendiek, J. et al. (2016) Hum. Brain Mapp., 37:2992-3002.
Appetitive な古典的条件づけで、fMRI による脳の活性、機能結合と性格特性（神経症傾
向 N、外向性 E）の関係を検討。N と扁桃核は負の、E と海馬などとは正の相関。
Saverino, C. et al. (2016) J. Cogn. Neurosci., 28:1331-1344.
高齢者では item の記銘はよいが、その連合の記銘がよくない。一種の MVPA の agnostic
canonical variates analysis を fMRI データに適用して、
それを脳の活性パタンで確認した。
Smyser, T.A. et al. (2016) Cereb. Cortex, 26:3370-3378.
極度の早産児で白質損傷 WMI の有無と脳の灰白質、白質の発達の関係を拡散テンソル画

像法 DTI で検討。拡散性に WMI の有無が関係していたが、異方性比 FA は差がなかった。
Fan, J. et al. (2016) Hum. Brain Mapp., 37:2943-2958.
3 段階に分けた胎児期のアルコールによる影響 fetal alcohol syndrome, FAS を DTI で検
討した。影響が顕著な群では低い FA と高い平均拡散性がみられるなどの結果を得た。
Lindgren, L. et al. (2016) Cereb. Cortex, 26:3527-3533.
海馬の容量とストレスの受けやすさを縦断的な MRI 計測で検討した。その結果、ストレ
スを受けやすい人は海馬の容量が小さい傾向があった。
Yang, Y. et al. (2016) Soc. Cogn. Affect. Neurosci., 11:1245-1254.
不安の鋭敏性 AS と恐怖関連語とその連合の関係を、意味的プライミング課題で検討し、
fMRI 計測を行った。高 AS では島皮質の活性亢進と下前頭回などの活性低下がみられた。
Qu, Y. et al. (2016) Soc. Cogn. Affect. Neurosci., 11:1262-1271.
親が抑鬱の若者は risk taking の危険がある。縦断的な fMRI 計測で、risk taking 課題時
の報酬に対する脳の反応を調べ、腹側線条体、dlPFC の活性上昇を見出した。
Geurts, D.E.M. et al. (2016) Cogn. Affect. Behav. Neurosci., 16:1326-1334.
服役した psychopath と高低の衝動的/反社会的な特性の持ち主で、報酬期待時の脳活性
と機能結合を検討し、両群で腹側線条体と前頭前野の機能結合が異なっていた。
MacLean, R.R, et al. (2016) Cogn. Affect. Behav. Neurosci., 16:588-600.
この論文は禁煙の失敗の原因を smoking cue が限られた WM の容量を占拠することによ
るという説を、
認知的負荷と種々の cue の関係を fMRI で検討し、説に合わない結果をえた。
Leveque, Y. et al. (2016) J. Neurophysiol., 116:88-97.
先天性の失音楽者の安静時の機能結合を fMRI で検討した。前頭側頭の機能結合が減少し、
聴覚皮質とデフォルト・モード・ネットワーク DMN との結合が増加していた。
Molinaro, N. et al. (2016) Hum. Brain Mapp., 37:2767-2783.
発達性の読字障害 dyslexia でみられる音韻面の障害を MEG で検討した。談話－脳、右
聴覚皮質と左下前頭回の delta 同期の低下、
この領域間の feedforward coupling の低下が。
Roberts, M.H. & Shenker, J.I. (2016) Brain Cogn., 107:24-29.
20 歳前半で失明した 28 歳の女性 NS の症例報告。彼女は手や手で触れるものを視覚的に

感じるようになった。これは視覚的 imagery や共感覚とは異なる性質のものである。

