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Krasovsky, A. et al. Differentiating intended sensory outcome from underlying motor
actions in the human brain. J. Neurosci., 34:15446-15454, 2014.
この研究は、運動とそれがもたらす感覚的な結果を分離する手続きで、両者それぞれに
関係する領域を fMRI データに decoding (MVPA)を適用して検討した。

Hand tracking task の手続きは図の左にある。タブレットに水平/垂直方向に動く 2 つの
楕円のマーカーと 2 種類のフィギュアが提示される。フィギュアは右/下を向いており、一
方はペンとフィギュアの動きが congruent, 他方は incongruent である。参加者の課題はペ
ンでフィギュアをマーカーから離れないように右手で動かすことである。incongruent の条
件では、フィギュアを水平/垂直に動かすにはペンを垂直/水平に動かさなければならない。
このようにして、運動の方向とその結果である刺激の動きの方向が分離された。この課題
の他に動くマーカーを受動的に追う Eye tracking task がある。
先ず、decoding による手の運動の水平、垂直方向の分離が、フィギュアの動きの方向と
は無関係にみられたのは図の右の水色の領域である。対（左）側の感覚運動皮質、上頭頂
小葉、同側の感覚運動皮質だった。一方、手の運動の方向とは無関係に意図したフィギュ
アの動きの方向を decode したのは図の赤の領域だった。右の上頭頂小葉、運動前野を含む
感覚運動皮質、左の前頭極皮質、両側の視覚皮質だった。図の緑色の領域は受動的な Eye
tracking task の結果である。初期の視覚バッファを除き、Hand tracking task におけるフ
ィギュア（マーカー）を追う眼球運動の影響は排除できると考えている。
通常の BOLD 信号の分析と異なり、decoding では同（右）側の運動皮質が運動の方向を
code することを示した。また、意図したフィギュアの動きの coding は上記 4 領域が関係し
ていたが、それぞれについて考察している。頭頂皮質が運動の意図に関係することとこの
実験の結果について考察している。

Gordon, A.M. et al. Cortical reinstatement mediates the relationship between contentspecific encoding activity and subsequent recollection decisions. Cerebral Cortex, 24:
3350-3364, 2014.
Episodic recollection と記銘時の表象形成、想起時のその再活性との関係を fMRI データ
に decoding (MVPA)を適用して検討した。課題の記銘時には単語と顔/風景のイメージを生
成し、イメージについて評定を行う。想起時には単語が提示され、顔/風景の判断を行う（上
図）
。記銘時の後頭側頭皮質領域の BOLD 信号で、顔/風景を分離する MVPA の出力を記銘
強度、それを想起時に適用した出力を再活性の忠実度あるいは再活性強度の指標とした。

結果は下図にあるように、記銘強度（下図上左）
、再活性強度（下図上中）は想起の成績
と正の相関をしていた。また、記銘強度は海馬の活性と正の相関があった（下図上右）。そ
して、海馬の活性は想起の成績、再活性強度と正の相関があった。

これらの結果は特に新し
いものではないと思うが、
MVPA の出力を記憶表象の
強度の指標にして従来と同
様の結果を得たと言えるか
もしれない。

Cousins, J.N. et al. Cued memory reactivation during slow-wave sleep promotes explicit
knowledge of a motor sequence. J. Neurosci., 34:15870-15876, 2014.
運動の記憶の固定はゆるやかに進行するが、その過程で記憶が implicit から explicit にな
ることがある。この研究は連続反応時間課題 serial reaction time task, SRTT の訓練を行
い、関連した手掛かり刺激 cue を徐波睡眠 SWS 中に提示することにより、その後の実行と
意識化を促進することを示した。
SRTT は左手 4 本の指による 2 種類 A, B の 12 要素の sequence のキイ押しで、キイに対
応する写真と音が手掛かり刺激としてついている。1 ブロックは A, B がペアでそれぞれ 3
sequences で、20 ブロック訓練した。睡眠中の手続きは上図ｂにあるように、SWS 中に A
あるいは B に対応する音が提示される CUE と無音の NO-CUE の時期が 2 分ごとに交代し
た。統制群では訓練後に提示され、睡眠中には無音である。翌朝、SRTT のテストと意識化
の調査があった。結果を下の図に示すが、下図 c にあるように、実験群において、SWS 中
に cue 提示があった sequence の方が、cue と no-cue で有意な差がみられた。そして、下
図 e にあるように SRTT の成績もよくなっていた。

Speer, M.E. et al. Savoring the past: Positive memories evoke value representations in
the striatum. Neuron, 84:847-856, 2014.
幸せだった記憶を想起することは快の感情を呼び起こす。その神経メカニズムを fMRI
で検討した研究。方法は上の図左にあるように、参加者は快あるいは中性の記憶を 14s 想
起し、その後、valence, intensity, feeling の評定を行う。
結果は上の図右にあるように、尾状核頭部を含む右線条体（上）、内側前頭前野（下）で
快の記憶を想起している時に、中性の記憶の想起時よりも、活性が強く、それは feeling,
intensity の評定と正の相関があった。

金銭報酬で活性化する右腹側線条体は快の記憶の想起で、中性よりも大きな活性があっ
た（下図左）
。また、快の記憶の想起後に mood の高揚がある参加者はやはり右腹側線条体
で高い活性がみられた（下図右）
。快の記憶の想起には所謂報酬系が関係している。

Schiffer, A.-M. et al. Reward activates stimulus-specific and task-dependent
representations in the visual association cortices. J. Neurosci., 34:15610-15620, 2014.
Credit assignment の神経基盤を、報酬による視覚バッファの活性を fMRI で計測するこ
とにより検討した。課題は下図左にある知覚決定課題で刺激特異性を、右にある教示実行
課題で課題依存性を検討した。使用した刺激は顔か家で、程度を変えて degrade されてい
る。知覚決定課題で刺激が顔か家かの判断をキイ押しでするが、報酬、ペナルティ、中性
の結果がある。教示実行課題では押すべきキイが指定されている。

家
顔

結果を下図に示すが、A 刺激特異性に関しては顔領域 FFA では顔試行で家試行よりも活
性が強いが、場所領域 PPA では両試行に差がない。なお、それぞれの試行で FFA, PPA と
側坐核機能結合が増大していた。B 課題依存性では、知覚決定課題－教示実行課題を算出し
て検討した。その結果、FFA において、顔試行で知覚決定課題の活性が大きかったが（図
の○＋）家試行では課題間の差はなかった（○X）
。PPA では両試行、両課題で差がなかっ
た。以上の結果から、報酬後の視覚バッファの活性は credit assignment に関係するだろう。

Wimmer, G.E. et al. Episodic memory encoding interferes with reward learning and
decreases striatal prediction errors. J. Neurosci., 34:14901-14912, 2014.
漸進的な報酬による学習と 1 試行のエピソード記憶の交互作用を fMRI で検討した研究。
下の左図にあるように、緑か青の一方の四角を選ぶのが報酬による学習で、報酬の確率は
drift する（折れ線グラフ）
。この四角の中にものが提示されるが、それらは報酬による学習
とは無関係である。翌日、抜き打ちのエピソード記憶のテストがあり、ものが提示され、
それが昨日みたものか、および記憶の確信度を 4 段階で評定する。
下の右図は行動データの分析結果。A は参加者間の分
析で、横軸が記憶の成績、縦軸が強化学習モデルに基づ
く報酬による学習の成績。負の相関があり、記憶がよい
参加者は報酬による学習は成績が低下している。図の B

は参加者内の試行毎の分析結果で、試行 t での報酬は試行 t+1 での選択を予測するが、記憶
を考慮するとその予測が低下している。BOLD 反応に関しては、下のグラフにあるように、
右の腹側被殻で、報酬の強化力に対応する報酬予測誤差 RPE は、ものが正しく想起された
試行で低下していた。線条体と海馬の機能的結合を検討したところ、正しく想起された試
行では、そうでない試行に比べ、結合性が増していた。

なお、この論文のデータ分析に関して、十分に理解できていないところがあります。

Chib, V.S. et al. The effects of incentive framing on performance decrements for large
monetary outcomes: Behavioral and neural mechanisms. J. Neurosci., 34:14833-14844,
2014.
誘因 incentive が増せば成績 performance も向上するが、それはある点まで。誘因があ
まりに多いと成績は低下し、窒息 choking と呼ばれている。しかし、これには損失に対す
る不快感 loss aversion の個人差が関係する。その点を行動と fMRI による腹側線条体の活
性から検討した。課題は運動課題により、$0-$100 の金額を得る gain か失う loss。行動の
結果は、loss aversion の強い人は gain で、弱い人は loss で choking が起こった。上の図
の左は縦軸が$100 の時の成績の差 loss-gain で、横軸は loss aversion である。正の相関

があり、上記の行動の結果
を反映している。上の図の
右は腹側線条体の活性を
incentive 提 示 と motor
task 時に分けて表示した
が、前者では金額が上がる
と gain, loss に関係なく活
性も上がる。motor task で
はその逆となる。下の図は
motor task 時の腹側線条体の活性の差 loss-gain（縦軸）と横軸は$100 条件での成績の差
loss-gain（左）と loss aversion（右）である。いずれも正の相関で、loss 時に gain と比較
して腹側線条体の活性が落ちる参加者は、大きな loss で成績が低下する傾向があること、
また、そのような参加者は loss aversion の傾向が低いことを示した。腹側線条体は誘因－
動因の動機づけと道具的な運動の間の interface となっており、それは腹側線条体と運動前
野の間の機能結合により明らかになった。そして、その機能結合 loss-gain は loss aversion
と正の相関をなし、loss aversion が弱い参加者は loss 条件で、gain 条件と比較して、機能
結合が低下していた。一方、逆に loss aversion の高い人は gain 条件で、loss 条件と比較し
て、機能結合が低下していた。

Rudorf, S. & Hare, T.A. Interactions between dorsolateral and ventromedial prefrontal
cortex underlie context-dependent stimulus valuation in goal-directed choice. J.
Neurosci., 34:15988-15996, 2014.
最適な行動を選択するには、環境面や内的な変化に対応して、価値判断を柔軟に変える
必要がある。そのようなプロセスに背外側、腹内側前頭前野 dlPFC, vmPFC が関わること
を示した fMRI の研究。上図に課題の流れがある。60％の試行では形が context で、角数が
金銭報酬額になる。40%がパターンか色が加わるボーナス試行で、±3、±1 の金額が形に
加算、あるいは減額される。

下図左は選択時の両刺激の価値の差（選択－非選択）に対応した活性を示した領域で
vmPFC などが含まれる。
下図右は context 変化に対応する領域で dlPFC などが含まれる。
vmPFC と dlPFC の機能結合を検討した結果、context 変化で結合が強まっていた。また、
この結合は両刺激の価値の差と相関しており、価値の reweighting に関係していた。

Benoit, R.G. et al. Adaptive top-down suppression of hippocampal activity and the
purging of intrusive memories from consciousness. J. Cognit. Neurosci., 27:96-111,
2015
背外側前頭前野 dlPFC の top-down 機能が、海馬 HIPP の活動を抑制し、意識から記憶
を排除するのか、という点を fMRI と機能結合から検討した。手続きは下図にあるように名
詞－顔/場所の対を学習し、その後スキャナーの中で、単語が提示されるが、それが緑色の
時は再生、赤の時は抑制することが求められ、意識に上ったか intrusion の判断をした。

抑制と再生の比較では、右 dlPFC は抑制で活性が大だった。Intrusion の有無で比較す
ると、下図左にあるように、dlPFC では intrusion ありの時活性が強い。この結果はうまく
intrusion を抑えた参加者ほど顕著だった。右海馬の活性は、場所の条件のみで、下図右に
あるように、再生で活性があり、抑制では intrusion がある時に最も活性低下が強かった。
dlPFC と HIPP の間の機能結合の検討は、抑制が dlPFC から HIPP への top-down の結合
によること、それは参加者の intrusion の阻止（特に、早い試行における）の有効性と関係
すること、intrusion 阻止の進行により結合も弱まるので、適応的なことを明らかにした。
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今月の認知神経科学の応用
Howard-Jones, P.A. (2014) Nat. Rev. Neurosci., 15:817-824
神経科学と教育の関係の現状を論じた論文。脳の神話 neuromyth の検討と両領域の対話、
相互協力の必要性が述べられている。
Tracey, I. & Flower, R. (2014) Nat. Rev., Neurosci., 15:825-834.
科学技術は常に軍事的に利用されてきたが、神経科学もその例外でない。神経科学の軍
事利用の現状を紹介している。
Bassolino, M. et al. (2014) Cerebral Cortex, 24:3268-3276.
手足を動かせない状態では皮質運動系が低下する。その回復に他者の運動の観察が、運
動野イメージ生成よりも有効だった。
Lim, H.K. et al. (2014) Brain, 137:3327-3338.
健常な高齢者の脳の amiloid-βの蓄積と 3 つの脳内ネットワークの機能結合の関係を調
べた研究。
Shenoy, K.V. & Carmena, J.M. (2014) Neuron, 84:665-680.
ブレイン－マシン・インターフェース（BMI）の展望論文で、decoder design と neural
adaptation の統合が BMI の発展に必要と論じている。
Arzi, A. et al. (2014) J. Neurosci., 34:15382-15393.
喫煙をやめようとしている人の睡眠中に、煙草の匂いと嫌な臭いを対にする aversive な
条件づけを行った結果、喫煙量が減ったという研究。
Wilson, S.J. et al. (2014) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 14: 1196-1207.
喫煙者は一般に nondrug reward への感度が低く、それは喫煙をやめることに抵抗的に働
く。この点を金銭的な報酬に対する腹側線条体の活性を fMRI で計測して検討した。
Wallace, M.T.& Stevenson, R.A. (2014) Neuropsychol., 64:105-123.
多くの感覚からの情報を統合することは統一された表象を形成するのに重要であるが、
統合には時間窓がある。自閉症や読字障害、さらに統合失調症では時間窓に障害がある。
De Rubeis, S. et al. (2014) Nature, 515:209-215.
Iossifov, I. et al. (2014) Nature, 515:216-221.

自閉性障害 ASD の遺伝子の研究。専門外なので、論文があることのみお知らせする。
Grisdale, E. et al. (2014) Conscious. Cognit., 30:133-141.
ASD では self が定型発達 TD とは異なっている。ところが、自己関連の item の記憶は
そうでないものより記憶がよい（ownership effect）が、ASD でもこの効果がみられた。
Bernhardt, B.C. et al. (2014) Cerebral Cortex, 24:3258-3267.
ASD と失感情言語化症 alexithymia は共通する面があるが、構造的 MRI によるネットワ
ーク研究で、両者を分離することができた。
Ihme, K. et al. (2014) Neuropsychol., 64:289-299.
Alexithymia の傾向がある人は、短い時間提示された表情にラベルをはることが難しいこ
とを行動的、fMRI による脳画像的に研究した。
Binelli, C. et al. (2014) Neuropsychol., 64:205-217.
社会的不安障害, SAD と Williams syndrome, WS は社会的不安に関して対称的である。
この論文はかれらの表情処理の fMRI 研究のメタ分析である。
Clark, K.A. et al. (2014) Brain, 137:3136-3141.
発達性の読字障害 dyslexia は reading network に問題があるのか、それへの初期感覚領
域からの入力に問題があるのかを、読みの訓練前の児童において構造的 MRI で検討した。
Lüthi, A. & Lüscher, C. (2014) Nat. Neurosci., 17:1635-1643.
薬物依存と不安障害の症状を神経回路の remodeling, すなわち可塑性から捉える立場に
基づく研究、治療法の提言。
Steudte-Schmiedgen, S. et al. (2014) Cognit. Affect. Behav. Neurosci. 14:1310-1319.
心的外傷後ストレス障害 PTSD の認知制御機能を Simon task で検討した。
Conflict adaptation effect: (cI-cC)-(iI-iC), c,C-compatible, i,I-incompatible trial は PTSD で大だった。
Anderson, B.A. et al. (2014) Cognit. Affect. Behav. Neurosci. 14:1221-1227.
一般に報酬と結びついた刺激は注意を惹く。しかし報酬に対する感度には個人差があり、
抑鬱の人では感度が低い。このような人では報酬関連の刺激への注意も弱かった。

