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今月の認知神経科学：論文紹介
2015 年 12 月
van Bergen, R.S. et al. Sensory uncertainty decoded from visual cortex predicts behavior.
Nat. Neurosci., 18:1728-1730, 2015.
この論文は視覚皮質（V1-V3）の fMRI データから decode された sensory uncertainty
で視覚関連行動の予測ができることを示した。課題は様々な角度の grating の再構成である。
下の図 a は decoded uncertainty の定義で、90 度の grating での uncertainty を標準偏
差 s.d.で例示している。図 b は再構成における変動性と decoded uncertainty がよく一致す
ることを示している。水平、垂直方向では両者が減少するのが分かる。両者の関係を散布
図で示したのが図 c である。この図と次の図で、各点の色は 19 名の個人内での decode さ
れた uncertainty を 4 分割して表示したもの。uncertainty と行動の変動性は有意な正の相
関を示す。水平、垂直方向で傾きの判断が正確であることの神経メカニズムはよく分って
いないが、このバイアスに関するモデルは共通して視覚表象における uncertainty を考慮に
入れている。図 d はそれを検討したもので、decode された uncertainty がバイアスと有意
な正の相関を示した。
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Nambu, I. et al. Decoding sequential finger movements from preparatory activity in
higher-order motor regions: a functional magnetic resonance imaging multi-voxel
pattern analysis. Europ. J. Neurosci., 42:2851-2859, 2015.
運動シークエンスの運動準備期の fMRI データに decoding (MVPA) を適用してシークエ
ンスの予測可能性を検討した研究。サルとヒトの研究を結ぶものとして期待される。予測
できるのなら、その脳領域は運動シークエンス全体を表象していることになる。

上の左の図は方法で、(A) にあるように右手の 3 本の指を二通りのシークエンス（10）
で動かす。(B) が MVPA の分析対象の fMRI データで、準備期 preparation と実行期
execution に分けられる。ROI として、左右の運動領域、左右の体性感覚領域、左右の後部
頭頂皮質、両側の大脳基底核、小脳、視覚皮質を選択した。
Univariate 分析では、ROI を含む領域が準備、実行両期で活性を示した。Classifier を
訓練して、準備、実行両期の fMRI データで運動シークエンスの予測を行ったところ、実行
期では大脳基底核と視覚皮質を除くすべての ROI で統計的に有意な予測が可能だった。一
方、準備期に関しては左運動領域のみで予測は有意だった。上の右図は準備期（A）と実行
期（B）に予測が可能だったボクセルの領域を示す。準備期では左の背側運動前野 PMd、
補足運動野 SMA で予測が可能だった。実行期では左の腹側運動前野 PMv、左右の一次運
動野 M1、右の PMd、左の後部頭頂皮質 PPC では上頭頂小葉 SPL、頭頂間溝 IPS、下頭頂
小葉 IPL で予測が可能だった。
運動の decoding については Gallivan, J.P.らの研究があるが、前頭前野への適用が期待さ
れる。また、前頭前野の認知制御機能の抽象性、汎用性などの検討に decoding は有効性を
発揮するだろう。
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Jiang, J. et al. Memory meets control in hippocampal and striatal binding of stimuli,
responses, and attentional control states. J. Neurosci., 35:14885-14895, 2015.
N+1 試行では N 試行の複数のレベルの特徴 feature が bind された event file が想起され、
それが priming となり行動に影響をもつ。この論文はその binding が海馬と被殻で起こる
ことを示した。課題は congruency sequent effect, CSE を問題とし、下で述べる priming
level, N 試行での矢印（妨害刺激）と顔の向き（ターゲット）の関係が congruent (c) か
incongruent (i) か、N+1 試行のそれらが C か I かで、SCE が異なる。ただ、行動の手続
きは難解でこの紙幅ではとても説明しきれない。本文を参照されたい。左の図 A で feature
レベルの抽象度の高い方から
の順序で congruency, category,
identity がある。図 B は手続き
で、顔の向きを上下、左右 4 つ
のボタンで反応する。priming
の例は図 C の顔の向きと矢印
の関係で 3 つのレベルが示され
て い る 。 左 か ら congruency,
category, identity である。行動
は 反応時間 を指
標とし、脳に関し
ては fMRI デー
タに MVPA
（decoding）を適用した。MVPA の目標は postcongruent congruency effect, cI-cC と
postincongruent congruency effect, iI-iC の分離である。これを congruency, category,
identity のレベルで検討し、その conjunction を求めた。
結果については書く紙面が尽きたが、下の図 D が各抽象度の３つレベルにそれぞれ特異
的な領域である。E がそれらの conjunction で、左被殻と海馬ですべてのレベルの priming
を encode しており、すべての feature を bind すると思われた。
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Jin, J. et al. Human amygdala represents the complete spectrum of subjective valence.
J. Neurosci., 35:15145-15156, 2015.
この論文はヒトの扁桃核が情動の快から不快までの valence を表象していることを示し
たもの。情動のもう一つの側面の arousal（強度）は関係していなかった。使用したのは 9
種類の嗅覚刺激で、記録した fMRI データに表象類似性分析 RSA を適用した。RSA の手続
きを左に示す。刺激は不快
から快へ並べられている。9
刺激に対する扁桃核 ROI の
各ボクセルの活性が記録さ
れ、刺激間の相関係数が求
められる。それを 1 から引
くことにより、非類似性の
マトリックス representatonal dissimilarity matrix
RDM が個人毎に求められ
る。そして、参加者全員の
平均マトリックスが計算さ
れる（a-c）
。
下の図が結果で、a は左が
valence、右が intensity の
評定の結果で、intensity で
は valence との対応は明
確でない。刺激は 24 回
提示したが、ｂは 5 試行
目の扁桃核活性の RDM

Correlation
である。Valence の評定に大まかに対応している。c は 5 試行目の評定と脳活性の相関の
10,000 回の random permutation の結果で、黒い線が 95 パーセンタイル、赤い線が実際
の相関で、左が valence、右が intensity で、valence のみで有意な相関がみられた。d は多
次元尺度構成法による各刺激の 2 次元配置で、valence と対応した配置になっている。
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Vatansever, D. et al. Default mode dynamics for global functional integration. J.
Neurosci., 35:15254-15262, 2015.
この論文は、凝視から 3-Back まで認知的負荷がかかった時に、default mode network,
DMN など 10 の大規模 network（LSN, 下の図の左側にある）の 264 ノードの機能結合の
変化を検討し、DMN の積極的な役割を明らかにした。fMRI のデータ分析に多くの toolbox
が使用され正直理解できていない部分が多い。詳しくは本文に当たって欲しい。
結果を簡単に紹介する。凝視や 1-Back まで認知負荷が少ない条件では、10 の LSN は 4
つのグループ Community に分けられる。2-, 3-Back になるにしたがって、Community は
減少し、3-Back ではそれは 2 つになる。下の 2 つの図にそれが図示されている。上の図で
円の大きさは Community の大きさを反映する。下の図では LSN のノードの変化も図示さ
れている。ここに載せられなかったが、LSN のノードの可塑性が検討され、DMN ノード
は可塑性が高く、ここでみられた全脳的な機能結合の変化に深く関与している可能性あり。
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今月の認知神経科学の応用
Bohlken, M.M. et al. (2015) Neuroimage, 124:1044-1053.
双生児で MRI を利用して、知能の遺伝と脳の灰白質、その間の結合性を検討した。知能
は遺伝が関係する灰白質の広範囲で密な結合のネットワークに支えられていた。
Kim, D.-J. et al. (2015) Neuroimage, 124:550-560.
児童の視覚的構成能力と脳の関係を拡散テンソル画像法で検討した。その結果、その能
力は脳が全体的、局所的にいかに有効に統合されているかに関係していた。
Mincic, A.M. (2015) Neuropsychol., 77:97-118.
負の情動性に関連する性格特性と脳の構造的特徴との関係の研究のメタ分析。扁桃核や
前部海馬傍回の灰白質容量の増大、眼窩前頭部から前部帯状回膝周囲部の減少など。
Price, G.R. et al. (2015) Neuroimage, 124:232-237.
小学校 1 年時の左頭頂間溝の灰白質の容量が 2 年時の算数の成績と関係することを縦断
的研究で示した。
Liberson, I. et al. (2015) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 10:1596-1606.
児童の貧困の情動制御の神経系への影響を fMRI で検討した。左背外側前頭前野の活性と
制御低下が関係し、ストレス後に島皮質の活性亢進、海馬の活性低下がみられた。
McCormick, E.M. et al. (2015) Neuroimage, 124:989-996.
家庭に問題がある青年は risk-taking における認知制御に問題が起きやすい。1 年間を挟
んで 2 度 fMRI 計測をし、
家庭環境との関連を検討。
腹外側前頭前野の活性が関係していた。
Liu, Y. et al. (2015) Hum. Brain Mapp., 36:5275-5286.
人種的な偏見の脳過程を fMRI で計測し検討した。刺激は嫌悪の表情写真。異なる人種で
島皮質、扁桃核の活性とその結合が高まり、島皮質と前部帯状回の結合が減少。
Massi, B. & Luhmann, C.C. (2015) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 15:768-775.
公平さが脳内の報酬処理の初期の段階に影響を持つことを示した研究。事象関連電位
ERP で、不公平さと比較して、公平な支払いは FRN の反応を弱め、LPP の反応を高めた。
Chung, Y.S. & Barch, D. (2015) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 15:749-767.
快楽を感じにくい ahedonia の傾向のあるものは、背外側前頭前野や大脳基底核にみられ
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る報酬に関連した手掛かり刺激に対する反応が、とくに外側淡蒼球で、弱かった。
Padrao, G. et al. (2015) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 15:808-821.
エラーに対する耐性 ET には個人差がある。
その脳内過程を逆転学習と ERP で検討した。
ET が高いものは feedback-related negativity (FRN), P300 などの反応が弱かった。
Peng, L. et al. (2015) Brain Cognit., 100:15-20.
抑鬱傾向の高低と中性、負のフィードバックに対する FRN を検討した。抑鬱傾向が低い
群では中性フィードバックへの FRN が負のそれより大きいが、高い群では差がなかった。
Barker, T.V. et al. (2015) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 15:723-735.
高低の社会的不安の群に flanker task を単独、社会的評価下で行わせエラー関連電位
ERN を記録した。不安の高い者のみで、社会的評価下で ERN が増大した。
Greening, S.G. & Mitchell, D.G.V. (2015) Hum. Brain Mapp., 36:4819-4830.
不安傾向と扁桃核の構造的な結合の関係を拡散テンソル画像法と確率的 tractography で
検討。背側前部帯状回、下側頭回と結合増大、内側眼窩前頭部、後部帯状回と結合減少。
Fonville, L. et al. (2015) Cereb. Cortex, 25:4828-4838.
Psychotic experience, PE の有無とワーキング・メモリ WM、機能結合の関係を青年で検
討。持続的な PE では WM の成績が悪く、前頭頭頂ネットワークの結合様式が変化。
Onat, S. & Büchel, C. (2015) Nat. Neurosci., 18:1811-1818.
行動的には恐怖の汎化は刺激の類似性に関係する。この知覚モデルが脳内過程にも当て
はまるか検討。島皮質の活性は行動ほど汎化せず、視覚領野も結果の不確実さに関係した。
Klein, F. et al. (2015) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 15:736-748.
中性の顔の処理への自己/他者関連、中性/身体的脅威/社会的脅威の条件の影響を ERP で
検討した。初期後部負電位 EPN, 後期正電位 LPP に自他、脅威条件で影響があった。
Marsh, N. et al. (2015) J. Neurosci., 35:15696-15701.
Oxytocin が社会的、環境的な利他主義と関係するのか検討した。社会的な利他主義によ
り強く関係したが、環境的な利他主義への展望も示唆された。
Gautam, P. et al. (2015) Cereb. Cortex, 25:4761-4771.
胎児期にアルコールの影響を受けた児童の視覚－空間注意の発達的変化を fMRI の複数
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回の計測で縦断的に検討した。行動には差はないが、前頭、頭頂、側頭の活性が異なった。
Lutz, J. et al. (2015) Neuroimage, 124:958-967.
マインドフルネス瞑想者の自己関連の形容詞に対する反応を行動と fMRI による脳計測
で検討。背内側前頭前野の活性増加と、そこと正中線部後方との機能結合の減少があった。
Zeidan, F. et al. (2015) J. Neurosci., 35:15307-15325.
マインドフルネス瞑想 MM による痛みの軽減が、その他の方法によるそれと同じ脳内機
序によるかを fMRI で検討。MM では眼窩前頭部など、他とは異なる領域の活性があった。
Hoy, K.E. et al. (2015) Brain Cognit., 101:51-56.
経頭蓋直流刺激 tDCS とガンマ経頭蓋交代直流刺激γtACS のワーキング・メモリへの有
効性の比較。3-back 課題で tACS の方が有効だった。
Sherwood, S. et al. (2015) Neuroimage, 124:214-223.
実時間 fMRI による biofeedback で、左背外側前頭前野の活性を意識的に高めること、そ
れがワーキング・メモリの成績をよくすることを明らかにした。
Chen, X. et al. (2015) PNAS, Oct 19, E6058-6067.
Brain-computer interface, BCI では伝達の速度の遅さがネックになっているが、この研
究は視覚誘発脳波の解析法を改良して高速の spelling を可能にした。
Ball, G. et al. (2015) Neuroimage, 124:267-275.
早産児の脳の機能結合を fMRI データに機械学習を適用して検討した。早産児では termequivalent な対照と比較して、大脳基底核や高次の前頭葉領域の結合が異なっていた。
Murray, A.L. et al. (2015) Neuroimage, 124:75-84.
極度の早産だった 7 歳の児童で、注意に関連する白質、線維束（帯状束、上縦束、脳梁、
網様体賦活系）を定型発達児と比較。白質の線維束の integrity が早産児の注意に関係。
Ding, X. et al. (2015) Hum. Brain Mapp., 36:4869-4879.
喫煙者と非喫煙者の脳の灰白質の MRI データに multivariate の分類法を適用し、両者の
有意な分類が可能だった。また、被殻、海馬などの灰白質容量が喫煙と負の関係だった。
Do, K.T. & Galván, A. (2015) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 10:1484-1496.
アメリカ食品医薬品局 FDA の喫煙への警告ラベルが 13-18 歳の喫煙者の craving を下げ、
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それは fMRI により計測した島皮質、背外側前頭前野の活性上昇と関係していた。
Favaro, A. et al. (2015) Hum. Brain Mapp., 36:5113-5122.
摂食障がい anorexia nervosa, AN の脳の構造 gyrification が AN の予後を予測できるこ
とを示した MRI 研究。AN や快復の悪い AN では gyrification が低い。
McAdams, C.J. et al. (2015) Hum. Brain Mapp., 36:5207-5219.
AN の快復には社会関係が重要な役割を果たす。fMRI で AN, 快復した AN, 健常者で善
意、悪意に対する脳活性が異なっていた。親切、善意の知覚を問題にしている。
Sahin, M. & Sur, M. (2015) Science, 350:issue 6263, Nov. 20.
自閉症 ASD や関連する発達障がいの総説。大見出しは Genes, Molecular and cellular
pathways, Brain regions and neural circuits, Treatments.
Barman, A. et al. (2015) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 10:1537-1547.
健常者での ASD の傾向を示す自閉症指数 AQ と社会的な報酬の予期と受容の関係の研究。
予期はデフォルト・モード・ネットワーク、受容は扁桃核など活性化させたが、性差あり。
Yucel, G.H. et al. (2015) Cereb. Cortex, 25:4653-4666.
ASD の子供を持つ親の顔処理の脳内過程を fMRI で検討した。扁桃核、紡錘状回の活性
が高く ASD の遺伝的要因と関連し、外側後頭コンプレックスの高活性は行動傾向に関係。
Jin, Y. et al. (2015) Hum. Brain Mapp., 36:4880-4896.
ASD の遺伝的な risk を持つ乳児で 6 ヶ月齢での鑑別を目指して、multiparameter
multiscale な脳の白質の結合ネットワークを検討した(多くの ROI, FA などの統計を総合)。
Saban-Bezalel, R. & Mashal, N. (2015) Neuropsychol., 77:233-241.
成人の ASD でアイロニイの理解を訓練で向上させたが、刺激の提示視野と反応時間でラ
テラリティを検討したところ、訓練によりアイロニイ理解は左視野/右半球優位になった。
Perreault, A. et al. (2015) Neuropsychol., 77:380-386.
ASD の形の知覚を、円の輪郭の 4 段階の変形を輝度、テクスチャの変化でつくり、検討
した。テクスチャではすべての変形で、輝度では変形が少ない条件で ASD の閾値が高い。
Gonzalez, D.A. et al. (2015) Neuropsychol., 77:339-345.
ASD の成人と定型発達者 TD に、行為が必要となる文を示し、その後正解を含む 2 つの
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道具を提示した。正反応率は両者に差がなかったが、ASD では反応時間が長かった。
Uddin, L.Q. et al. (2015) Cereb. Cortex, 25:4740-4747.
ASD の行動の非柔軟性を、デフォルト・モードなど３つのネットワークの intrinsic (rest)
と evoked (task) の機能的結合の相違で検討した。ASD では両者の差が小さかった。
Gonzalez-Gadea, M.L. et al. (2015) J. Neurophysiol., 114:2625-2636.
ASD と注意欠陥多動 ADHD の児童で注意についての top-down 的な predictive coding
を事象関連電位で検討した。異常な反応は ASD は抑制制御、
ADHD は set-shifting に関連。
Jarvinen, A. et al. (2015) Neuropsychol., 78:159-170.
Williams 症候群 WS の成人の高い社会的傾向を正、負の表情の見知らぬ人に talk と
befriend の条件で接近性を検討。WS は負でも befriend で接近。それに SCR が関係した。
Lizarazu, M. et al. (2015) Hum. Brain Mapp., 36:4986-5002.
読字障がい dyslexia の子供と成人で音節、音素レベルの周波数変化への同期を脳磁図で、
脳構造を MRI で検討した。
両周波数への反応と聴覚皮質のラテラリティが atypical だった。
Sandberg, C.W. et al. (2015) Brain Lang., 150:103-116.
失語症の患者に抽象語の喚語訓練を行い、それが具象語へ汎化するかを、fMRI による機
能結合も含めて検討。訓練効果がみられ、それぞれの語彙に関する領域の結合が増加した。
Glyn, V. et al. (2015) Neuropsychol., 77:298-312.
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