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Orlov, T. & Zohary, E. Object representations in human visual cortex formed through temporal 

integration of dynamic parietal shape views. J. Neurosi., 38:659-678, 2018. 

 長い論文なので、エッセンスを紹介する。行動実験では縦/横の細いスリットの背後を移

動する上図左の図形を観察し、図形間の類似度を評定させた。図形全体をみる条件もあ

る。なお眼は固定していた。fMRI 実験では上図右 A, B, C の ROI の活性を計測し、下図

にあるように、MVPA の cross decoding を行った。縦（横）スリットのデータで classifier

を訓練し、横（縦）のデータに適用（図左）、縦/横スリットのデータで訓練し、図形全体

のデータに適用（図中）、図形全体のデータで訓練し、図形全体のデータに適用（図右）。

図で V1, V2, V3 (EVC)、V3ab, MT+, cIPS (dorsal 系)、V4, LO-1, LOC, LO, pFs (ventral

系)。色は上図 ROI の色に対応。LO, pFs は LOC の一部。cIPS は頭頂間溝の尾側部、LO

は外側後頭領域、LOC は外側後頭 complex, pFs は後部紡錘状領域。 

 
 

 
初期の視覚領域 EVC では有意な decoding はできず、背側系の MT+, pIPS, 腹側系の

LOC とその下位領域で有意な decoding がみられた。LOC の成績は他の領域よりもよい。

Cross decoding では図形全体が含まれて、初めてすべての視覚領野で有意な結果となっ

た。論文では LOC に統合された表象があることをさらに検討しているので参照下さい。  

 行動実験は図形全体をみ

る前後に行われたが、図形全

体をみたことは評定に影響

を与えなかった。スリット視

では各時点で図形の 10%し

か見られないのにもかかわ

らず、時間的に統合された全

体の表象を形成していた。

MVPA の cross decoding の

結果が下図である。縦、横の

スリット間の decoding では 



Schwiedrzik, C.M. & Freiwald, W.A. High-level prediction signals in a low-level area of the 

macaque face-processing hierarchy. Neuron, 96:89-97, 2017. 

この論文は predictive coding の神経メカニズムの研究。マカクザルの側頭皮質には上図

左にある低次から高次の ML, AL, AM の 3 つの face patch があり、neuron はそれぞれ特

徴的な tuning をもつ（図参照）。Identity の tuning は ML から AM に向かうに従い強ま

る。実験は ML の neuron の prediction error, PE の反応を分析した。実験では 9 の顔の対 

 

の AM, AL から top-down 的に期待の情報を受け、bottom-up 的に PE を送るなら、PE は

ML 本来の tuning (view)とは異なる tuning を示すはず。なお、successor は同一刺激。 

 

  

を学習させ、期

待を形成した

（上図右参照）。

そして、期待に

合わない刺激を

successor とし

て提示し PE を

起こさせた。PE

に は identity, 

view, その両者

の PE がある。

もし ML が上位 

 中図は結果で左から identity, identity+view, view の PE の

活動増加の例である。下図は PE の tuning の Venn 図。色は

中図に対応。ML 本来の view への tuning は全体の 8%、

identity は 20%, identity+view は 20%だった。他はそれらの

combination だった。この結果は、ML の neuron が上位から

の期待を受け、期待と入力を比較して PE を上位へ送ってい

ることを示すと考えられ、predictive coding 説を支持した。

なお、さらに細かい分析は『期待 42』を参照ください。 



Rutishauser, U. et al. Single-neuron representation of memory strength and recognition 

confidence in left human posterior parietal cortex. Neuron, 97:209-220, 2018. 

 この論文は四肢麻痺の患者で左後部頭頂皮質 PPC のニューロンと記憶の強度、再認の確

信度との関係を検討した。課題は記銘と再認テストよりなる（上図）。動物、ものなど５つ

のカテゴリからの刺激を記銘し、再認テストでは新しい刺激を加えて、old/new の判断と確

信度を 6 段階で判断した。 

 左 PPC には familiarity (old/new)と確信度（high/low）を表象する 4 種類のニューロン 

 

 

  

があった。中図左に 3 つの例を示す。上２つ

は new-high, old-high の記憶選択的 MS なニ

ューロン、下は確信度 conf が high で活動す

るニューロン。中図中央にあるように、確信

度が低い時に活動するニューロンもある。

MS ニューロンは確信度の影響を受ける。中

図右にあるように、確信度が高い時に familia- 

rity (old/new)に関係なく、MS ニューロンはより強く活動する。ただし、そ

れは non-preferred の刺激では起こらない。また、誤反応の分析で old (new)

刺激に preference, Pref がある場合、new (old) 刺激が non-preferred, NP に

なるが、NP error では NP の new (old) 刺激に Pref の old (new) 反応をす

る。ニューロンは行動と一致して、刺激が Pref の old (new) であるように活

動する。すなわち、活動を上げる。一方、Pref error では Pref の刺激に対し 

て NP 刺激であるような

反応、すなわち活動を下

げる（下図 A, C を参照）。

左 PPC のニューロンは

選択行動と一致した活動

を示す。他にコントロー

ルの実験もあるが、省略

する。 



Herweg, N.A. et al. Retrieval demands adaptively change striatal old/new signals and boost 

subsequent long-term memory. J. Neurosci., 38:745-754, 2018. 

 この論文は課題の要請（記銘/想起）によって線条体の old/new 信号が使い分けられる

ことを示した。実験は Phase 1-3 よりなる。刺激は室内外の風景写真である。Phase 1 は

Prefamiliarization で前もって決められた TARGET の写真を検出する課題。fMRI と眼球

運動を記録する Phase 2 には記銘と想起があるが、記銘 ENC では Phase 1 で使用した刺激

（OLD）と新しい刺激（NEW）を混ぜて提示し、室内/室外の判断をさせた。想起 RET

では新しい刺激を加えて OLD/NEW の再認判断をさせた。Phase 3 では新たに刺激を加え

て、OLD/ NEW の判断を直線上の位置で行った。2 x 2 + 1 の実験の条件が上図の上にあ

り、上図下にあるように、これまでの研究では別個に検討されていた線条体の novelty の

検出（NEW）と想起の成功（OLD）を交互作用としてとらえられると予測した。 

 

  

phase 2  この予測を支持する線条体（腹側線条体、淡蒼球）

の結果を下図に示す。記銘では NEW 刺激、想起では

OLD 刺激への活性が高い（下図下左）。なお、瞳孔の

大きさの差（RET-OLD + ENC-NEW）－（ENC-OLD 

+ RET-NEW）と線条体の脳活性の相関は傾向レベル

だった（下図下右）。なお、OLD>NEW は外側前頭前

野、黒質/腹側被蓋野など、NEW>OLD は紡錘状回、

海馬など、RET>ENC は島皮質、内側前頭前野、黒質

/腹側被蓋野など、ENC<RET は外側側頭、頭頂、前頭

皮質、側頭極などで見られた（本文を参照されたい）。 



今月の認知神経科学の応用 

 

ここでは応用研究の論文をわずか 2 行で紹介している。このサマリーを読まれて興味を

持たれたら、是非論文に当たってもらいたい。多くの事項が抜け落ちているから。なお、し

ばしば出る長い単語は英語の短縮系にしたい。以下にその例をアルファベット順に挙げる。 

 前部 a, 尾側 c, 背側 d, 外側 l, 内側 m, 後部 p, 吻側 r, 腹側 v  

 前部帯状皮質 ACC, 大脳基底核 BG, 背側注意系 DAN, デフォルト・モード・ネット

ワーク DMN, 有線領外身体領域 EBA, 嗅内皮質 ERC, 前頭皮質 FCx, 前頭眼野 FEF, 

紡錘状回顔領域 FFA, 前頭頭頂皮質 FPC, 前頭頭頂ネットワーク FPN, 下前頭回（皮

質）IFG(C), 島皮質 Ins, 下後頭回 IOG, 下頭頂皮質（小葉）IPC (L), 頭頂間溝 IPS, 下

側頭回 ITG, 外側後頭皮質（complex）LOC, 一次運動野 M1, 中前頭回 MFG, ミラー・

ニューロン・システム MNS, 中側頭回 MTG, 内側側頭葉 MTL, 側坐核 NAcc, 眼窩前

頭部皮質OFC, 後頭側頭皮質OTC, 中脳水道周囲灰白質PAG, 後部帯状皮質PCC, 頭

頂皮質 PCx, 前頭前野 PFC, 海馬傍皮質（回）PHC (G), 運動前野 PMC, 海馬傍回場

所領域 PPA, 後部頭頂皮質 PPC, 周嗅皮質 PRC, 脳梁膨大後部皮質 RSC, 一次体性感

覚野 S1, 上前頭回 SFC, 補足運動野 SMA, 感覚運動皮質 SMC, 黒質 SN, 上頭頂皮質

（小葉）SPC (L), 上側頭回（皮質）STG(C), 線条体 STR, 上側頭溝 STS, 側頭皮質

TCx, 側頭頭頂接合部 TPJ, 一次視覚野 V1, 腹側被蓋野 VTA 

 アルツハイマー病 Alz, Behavioral Activation System BAS, Behavioral Inhibition System 

BIS, ブレイン・コンピュータ・インターフェイス BCI, ボディマス指数 BMI, 境界性

人格障害 BPD, ドーパミン DA, dynamic causal modeling DCM, false alarm FA, 

Generalized anxiety disorder GAD, 独立成分分析 ICA, 知能指数 IQ, 長期記憶 LTM, 

大うつ病 MDD, 多次元尺度構成法 MDS, ミスマッチ・ネガティヴィティ MMN, 月齢

mo, 強迫性障害 OCD, 主成分分析 PCA, 予測誤差 PE, 心的外傷後ストレス障害

PTSD, 急速連続視覚提示 RSVP, 反応時間 RT, 社会的不安障がい SDA, 短期記憶

STM, 定型発達 TD, 心の理論 ToM, ワーキング・メモリ WM, 年齢 y 

 聴覚誘発電位 AEP, Blood-oxygen level dependent BOLD, dynamic causal modeling 

DCM, 拡散テンソル画像法 DTI, 拡散強調画像法 DWI, 脳波 EEG, エラー関連負電位

ERN, 事象関連電位 ERP, 異方性比率 FA, 機能結合 FC, 機能的磁気共鳴画像法 fMRI, 

just noticeable difference JND, 後期陽性電位 LPP, long-range temporal correlation, 

LRTC, 脳磁図 MEG, 運動誘発電位 MEP, mismatch negativity MMN, 磁気共鳴分光法

MRS, （機能的）近赤外線分光法(f)NIRS, 強迫性障害 OCD, 表象類似性分析 RSA, 安

静時機能結合 rsFC, 構造的磁気共鳴画像法 sMRI, ボクセル単位形態計測 voxel-based 

morphometry VBM, 視覚誘発電位 VEP, voxel based lesion symptom mapping VLSM, 

視覚的語形領域 VWFA 

 



認知機能一般 

Koenis, M.M.G. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:822-836. 

 青年期の 310 名の双子とその年上の兄姉で脳の構造的 network の FA 強調効率性と知能

の関係を検討。FA 強調効率性は知能と関係し、青年期を通して発達、遺伝の影響があった。 

 

Zhou, Y. et al. (2018) Cereb. Cortex, 28:726-737. 

 coreDMN と DAN, salience network, SN の間の逆相関の関係を rsFC に DCM を適用し

て検討。cDMN は DAN, SN を促進的、DAN, SN は cDMN に抑制的な影響。SN が重要。 

 

 

訓練と自己統制 

Zotev, V. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:1024-1042. 

 視床の背内側核、前核の BOLD 反応を neurofeedback で上げたところ、脳波の後部α成

分が、また両者の時間的な相関が増強。これは背内側核と楔前部下部との interaction で。 

 

 

意思決定、報酬 

Wu, H. et al. (2018) PNAS, 115:192-197. 

 NAcc に電極を挿入された強迫性障害の患者で、報酬予期時に脳波の 1-4Hz のパワーが

増大した。これはマウスと同じ結果で、増大時に電気刺激をすると高報酬への行動が抑制。 

 

 

社会認知神経科学 

Zinchenko, O. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:955-970. 

 社会的な規範に対する脳の反応のメタ分析。 

 

Rosenblau, G. et al. (2018) J. Neurosci., 38:974-988. 

 社会的（他者の好み）についての予測の学習による変化をモデルと fMRI で検討。予測誤

差と参加者の好みを組み込んだモデルが結果をよく記述。mPFC などが関係した。 

 

 

発達・加齢、母子関係 

Soe, N.N. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:680-690. 

 周産期の母親の抑うつが生まれてくる子供の扁桃核の rsFC へ与える影響を検討。女児で

皮質－線条体－扁桃核の結合に影響がみられた。社会－情動や抑うつの継代的な影響が。 

 



Horowitz-Kraus, T. et al. (2018) Brain Cognit., 121:17-23. 

母親の読みの流暢性は就学前児童の将来の読みの network と言語処理や認知制御にかか

わる領域との間の機能結合を増加させた。 

 

Liu, X. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:662-679. 

 22 y と 12y の参加者で漢字の読みと脳内 network の発達の関係を検討。成人は視覚、学

童は聴覚に依存、成人は課題別に network が機能、成人は皮質、学童は皮質下に依存。 

 

Giroud, N. et al. (2018) Europ. J. Neurosci., 47:58-68. 

 老年と中年の参加者で oddball 課題で、音声知覚時の ERP の変化を検討。老年では N2b-, 

P3b-microstate が低下し、注意や記憶更新に問題が。しかし、刺激の反復経験はそれを緩和。 

 

Chalavi, S. et al. (2018) Cereb. Cortex, 28:459-473. 

 平均 22y と 69y の参加者の両手の運動スキル獲得と皮質下の構造の形の関係を検討。高

齢者では右視床、尾状核、被殻、NAcc の下位領域の形が難しい課題と正の相関などの結果。 

 

Helfrich, R.F. et al. (2018) Neuron, 97:221-230. 

 nonREM 睡眠時の徐波と紡錘波の coupling は記憶の固定に関係するが、高齢者ではこの

coupling が崩れて記憶の減退を結果する。sMRI によるとそれには mPFC の萎縮が関係。 

 

Wiseman, S.J. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:622-632. 

 73 歳の高齢者で構造的な線維結合、白質高信号領域の容量と 4 つの認知機能（視空間推

論、言語記憶、情報処理速度、結晶性能力）の関係を検討した。 

 

 

情動、不安、性格、個人差 

Poldrack, R.A. et al. (2018) Trend. Cognit. Sci., 22:111-123. 

 暴力行為の神経科学的な予測についての opinion 論文。 

 

Darby, R.R. et al. (2018) PNAS, 115:601-606. 

 犯罪的行動の損傷研究。損傷部位とそれに機能結合する領域を考慮した lesion network 

mapping 法によるとモラル、価値による意思決定、ToM の領域が犯罪と関係していた。 

 

Beaty, R.E. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:811-821. 

 想像性と創造性が性格特性 Openness to Experience に関係し、それには DMN と認知制

御系の間の機能結合の増加があることを示した。 



 

Krause, A.L. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:866-879. 

 Insecure-dismissing narrative 提示後に左尾状核と TPJ, dPCC 間の FC が減少。左尾状核

と右 SFG の FC は insecure-dismissing>-preoccupied だが、attachment 不安の影響がある。 

 

Luo, L. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:758-771. 

 健康な人で MDD と SAD の検査をし、情動顔の処理時の脳活性と機能結合を fMRI で計

測。顔の種類で異なるが、MDD, SAD 傾向はともに dSTR の機能変化が関係していた。 

 

He, X. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:803-810. 

 COD の患者の 8 つの半球間線維と大小の鉗子束の FA や微小構造を DTI で検討。小鉗

子、FCx の半球間線維、右鉤状束、FCx と辺縁系を結ぶ線維の FA が減少などの結果。 

 

 

経頭蓋磁気刺激 TMS, 経頭蓋直流刺激 tDCS, 経頭蓋交流刺激 tACS, その他の刺激 

Polania, R. et al. (2018) Nat. Neurosci., 21:174-187. 

 非侵襲的な脳刺激 NIBS による脳機能の修正に関する総説。 

 

Chung, S.W. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:783-802. 

 反復 TMS の一種の間欠的な theta burst 刺激 TBS で運動誘発閾値の 50, 75,100%の強度

で刺激。75%が神経生理学的（TMS 誘発電位とα-power）、WM への影響が強かった。 

 

Doñamayor, N. et al. (2018) Cereb. Cortex, 28:791-804. 

 依存症の治療に TMS を利用することを念頭に、健常者で遠隔の機能結合に着目し、刺激

部位の検索を行った。線条体との関係で、aIns, dACC, vmPFC が有望と考えられた。 

 

Cottone, C. et al. (2018) J. Neurosci., 38:586-594. 

 個人ごとに脳波から抽出した M1 の錐体細胞プールの活動の時間的変化を mimic する経

頭蓋電気刺激 tIDS が、TMS による皮質脊髄興奮性を高めるのに最も有効だった。 

 

Inman, C.S. et al. (2018) PNAS, 115:98-103. 

 テンカン患者に中性的なものの写真を見せるが、その半数で扁桃核に電気刺激を与えた。

刺激は情動反応を起こさないが、翌日のテストでは刺激を伴った写真の再認がよかった。 

 

 

言語、読字、その障がい（失語 aphasia, 読字障がい dyslexia） 



Kidd, E. et al. (2018) Trend. Cognit. Sci., 22:154-169. 

 言語の獲得と処理の個人差についての総説。 

 

Kwok, E.Y.L. et al. (2018) Europ. J. Neurosci., 47:69-76. 

 7-10 歳の学童で聴覚 ERP の成熟を intraclass correlation, ICC 法で検討。ICC 法で各学童

の ERP-age が計算され、それは 7-8 歳と 9-10 歳の差、暦齢と言語能力の個人差を予測。 

 

 

感覚運動障がい、その他 

Jacobs, M. et al. (2018) Brain Cognit., 121:24-37. 

 Williams 症候群の通常と異なる聴覚特性が音処理の初期の知覚的段階かそれとも後期の

認知的段階かを ERP で検討。初期の P1, N1 は正常で、後期の P3a, P3b に問題があった。 

 

Phillipou, A. et al. (2018) Europ. J. Neurosci., 47:177-183. 

 拒食症の患者の T1 強調 MRI 画像に VBM を適用して灰白質の容量を検討。BG, PCx, 

TCx の灰白質の減少、拒食の程度と脳幹の灰白質容量の間の相関がみられた。 

 


