今月の認知神経科学：論文紹介
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Luo, T.Z. & Maunsell, J.H.R. Neuronal modulations in visual cortex are associated with
only one of multiple components of attention. Neuron, 86:1182-1188, 2015.
この論文は信号検出理論により、注意に含まれる 2 つの要素、criterion (c) と sensitivity
(d’) のいずれ、あるいは両方が、サルの視覚野（V4）のニューロン活動に影響を与えるの
かを検討した。信号検出理論の c と d’ 、4 つの反応（Hit [H], Miss [M], False alarm [FA],
Correct rejection [CR]）
、そして注意との関係は下の枠で囲った図を参照ください。課題は
中段の図 A にある。左右 2 つのサンプル grating が提示され、短い遅延の後に左右いずれ
かにテスト grating が提示される。テスト grating が同じ位置にあった grating と傾きが
異なる時はテスト grating に眼を
向け、同じ時は次に出る第 2 のテ
スト grating に眼を向ける。なお、
第 2 の刺激の傾きは常にサンプ
ルと傾きが異なる。実験では c と
d’ を独立に変化させる必要があ
るが、それは中段の図 B にある
ように報酬量を操作して行った。
操作は予期した結果をもたらし
た（本文参照ください）
。

1 頭のサルの結果を左に示す。もう 1
頭の結果も同じである。左が criterion
を変化させた結果だが、高低の c で V4
のニューロン活動に差がない。右が
sensitivity を変化させた結果で、高低
の d’ で差があった。V4 ニューロンは
主に d’ の影響を受けていた。

Brodski, A. et al. The faces of predictive coding. J. Neurosci., 35:8997-9006, 2015.
この論文は predictive coding における prediction error と高周波ガンマ帯域の活動を脳
磁図 MEG で検討したもの。課題を下に示すが、顔とスクランブル SCR との弁別で、正立
（UP）
、倒立（IN）
、上からの照明（TP）下からの照明（BT）があり、IN, BT で prediction
error が生じる。
MEG の結果を下に示す。高周波ガンマ帯域（68-144 Hz）
が prediction error
に関係していた。正立・倒立（図 A）
、照明の方向（図 B, C）それぞれの prediction error
と両者のインタラクション（図 D）の結果があった。正立・倒立での prediction error の潜
時が最も早く（80ms）
、V2 や右上後頭回など二次元の輪郭の統合に関係する領域でみられ
た。照明の方向による prediction error は 120ms の潜時で上前頭回/溝、前部帯状回でみら
れ、影の手掛かりによる立体の処理やワーキング・メモリに関係し、前部帯状回は error の
検出に関係する。もう一つの照明の効果は 135ms 潜時で右縁上回などでみられたが、
prediction error で活性が低下していた。最後のインタラクションは 210ms 潜時で左上頭
頂皮質/楔前部、右 V2、右下後頭回、右舌状回、小脳でみられた。これは global な形の処
理に関係し、高次の概念レ
ベルの prediction error に
関係すると解釈された。
なお、高周波ガンマ帯域
の活性は注意にも関係す
ると報告している。

Stetson, C. & Anderson, R.A. Early planning activity in frontal and parietal cortex in a
simplified task. J. Neurophysiol. 113:3915-3922, 2015.
この論文は、外部刺激がない状態で、サルに reach か saccade を自由に行わせ、いずれ
の反応を行うかを予測できる最も早いニューロン活動を、前頭前野の弓状溝（AS）と頭頂
葉の頭頂間溝（IPS）で検討した。
課題を下に示すが、試行間間隔（inter-trial interval）後に凝視点に reach および saccade
をする（planning）
。凝視点が消えると反応が可能になり、いずれかの反応を行う。反応系
列の分析と報酬を操作して、サルがランダムに反応を選択するように訓練した。

結果を左に示す。A は IPS で、B, C は AS
で記録されたニュウロン活動のラスター表
示と発射頻度の時間経過の折れ線グラフ。上
が reach, 下が saccade. 折れ線グラフで色
が濃い方が運動時に活性が強かった運動。
A, B では reach, C では saccade. 両方の運
動で発射活動に差がみられるのは、A では凝
視点が提示される時間帯で、その後運動まで
差が維持されている。B, C では運動は異な
るが、発射活動に差がでたのは前の試行が終
わるより以前。したがって、外部刺激がない
状態では、運動が行われる数秒前の
planning の時期からいずれの運動を行うか
予測できる。
結果の図は載せていないが、外部刺激を付
加した条件との比較、分析から除いたサルが
ランダムに反応せず、特定のストラテジーで
反応している時の発射活動の時間変化など
を検討している。

Ison, M.J. et al. Rapid encoding of new memories by individual neurons in the human
brain. Neuron, 87:220-230, 2015.
この論文は患者の内側側頭葉のニューロン活動を記録することにより、エピソード記憶
の特徴である早い記銘
を検討した。課題は知
っている人物と風景の
写真の連合の学習であ
る。実験は左図にある
ように 5 段階ある。課
題 1 では各写真に対す
るニューロンの反応性
が確かめられた。P：
反応あり、NP：なし。
課題 2 で P と NP の写
真を連合させる（C）
。
課題 3 は連合のテスト
で、顔写真に対になっ
た風景を選ぶ。課題 4
は再生テストで、風景
と対になった人を答え
る。課題 5 は課題 1 と
同じである。
結果の一例を左に示
す。人は P, エッフェ
ル塔は NP である。課
題 2, 4, 5 で NP だった
エッフェル塔に反応が
でている。それは連合
学習の早い時期からみ
られた。下のグラフは
P, NP の学習前後（BL,
AL）の発射率の変化。
人の内側側頭葉のニ
ューロンはエピソード
記憶の特徴、早い記銘
を示した。

Rutishauser, U. et al. Representation of retrieval confidence by single neurons in the
human medial temporal lobe. Nature Neurosci., 18:1041-1050, 2015.
この論文は大部で図が多く、その一部を紹介することしかできないので、本文に当たら
れたい。この論文は患者の側頭葉内側部のニューロン活動を記録し、想起における確信度
との関係を検討した。課題は再認で、以前提示した刺激から 50 枚、新しい刺激 50 枚の old,
new 判断と確信度を 6 段階で評定させた。下図の左が課題、右が行動の結果である。

結果を下に示すが、new 刺激に反応するニューロン（青い線、NS: TN++, TN+）と old
刺激に反応するニューロン（赤い線、FS: TP++, TP+）のそれぞれ 2 例である。＋＋、＋は
確信度の高低を示す。折れ線と棒グラフの対は、ニューロンによる ROC 曲線と発射率であ
る。これらのニューロンでは、たとえば NS ニューロンは TN++から TP++になるに従って
発射が減少している。FS ニューロンではその逆の傾向がある。最下段の棒グラフは約 30

の FS, NS ニューロンの平均発射率である。
確信度によって発射頻度が変化している。い
いかえると、これらのニューロンは確信度を
コードしていると考えられる。このような記
憶選択的 MS ニューロンの他に、視覚選択的
VS ニューロンがあり、それぞれ異なる役割
を担っている。

Killebrew, K. et al. Intraparietal regions play a material general role in working
memory: Evidence supporting an internal attentional role. Neuropsychol., 73:12-24,
2015.
頭頂間溝 IPS のワーキング・メモリ WM に関する役割には内的な注意と左が音韻、右が
視空間刺激の貯蔵という 2 つの考えがあ
る。この実験はいずれの説が正しいかを検
討した。そのために文字 L とバーの方向 O
（左図 A）の提示視野（L, R）を制御した
（左図 B）WM 課題を課した。900ms の
delay を挟んで提示される刺激が同じか異
なるかの判断である。
ROI を IPS に 0-5 まで 6 か所設定した。
そのすべての ROI で WM の条件で受動的
な観察よりも高い活性がみられた。提示視
野に関しては、左視野呈示は右半球、右視
野呈示では左半球の活性が高かった。その
中で、下の図に示すようにバイアスがあり、
右視野呈示では文字、左視野呈示ではバー
の傾きでより大きな反応となった。しかし
貯蔵説が主張する強い刺激材料－半球の関
係はみられず、IPS の WM について機能は材料に依存しない内的な注意であるとする説を
支持すると考えられた。

Bahlmann, J. et al. The rostro-caudal axis of frontal cortex is sensitive to the domain of
stimulus information. Cereb. Cortx, 25:1815-1826, 2015.
この論文は Kochlin らや Badre & D’Esposito が提唱した前頭葉機能の吻側－尾側軸、す
なわち、前方に行くほど抽象的な制御に関係するという説の検討である。課題には言語課
題と空間課題があり、それぞれ response control, contextual control, episodic control にな
るに従って、階層が高次になる（課題の説明をするには紙幅が足りないので、本文を参照
ください）
。すなわち、両方の刺激材料で吻側－尾側軸に沿う制御の高次化があるのか、腹
側－背側軸はないのかを検討した。fMRI の ROI は左の下前頭溝前部 LaIFS, 下前頭溝中
央部 LmIFS, 腹側運動前野 LvPM である。上の図にあるように、尾側から吻側に行くにし
たがって、制御が高次になっている。したがって、吻側－尾側の軸はある。それは言語、
空間刺激に関係なくみられた。では、背側－腹側
の軸はあるのだろうか。各 ROI ないで検討した。

各参加者で両課題
の座標の z の値を
比較した。aIFS で
は episodic, mIFS
で は contextual,
vPM では resp.で
課題差がでた。y の
値を含めて多変量
分類法で分析した
結果が左の図で、
各 ROI、各レベル
で緑の線の下は言
語、上は空間課題
が優位で背側－腹
側軸もあった。

今月の認知神経科学の応用
今月も応用研究が多い。
Feldman, R. (2015) Trends in Neurosci., 38:387-399.
子育てと脳に関する総説。哺乳類の子育ての組織に新しく加わったネットワークを統合
し、子育てを子供の生存を最大にする高次の社会機能の進化から捉えている。
Xia. C. et al. (2015) J. Neurosci., 35:8507-8514.
外側の眼窩前頭部皮質損傷 lOFC の患者、その領域以外の前頭葉損傷、健常者で顔写真に
よる政治的な能力、魅力度の評定と疑似的な選挙を行わせた。lOFC は魅力度のみで投票。
Perez, O. et al. (2015) J. Cognit. Neurosci., 27:1492-1502.
患者の深部脳波をドライブ・シミュレイター運転中に記録し、左折、右折の意思決定の
時間とガンマ帯域の波の変化の関係を検討。運動前野脳波が意識に先行し、予測可能。
Uncapher, M.R. et al. (2015) J. Neurosci., 35:8531-8545.
fMRI による記憶検出（嘘発見）の実際の使用における問題点を検討した。通常の再認課
題と真の記憶を隠す課題を課したところ、後者の課題では decoding の成績が低下した。
Hughes, D.M. et al. (2015) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 10:1015-1019.
左前頭皮質の脳波の活動が、approach motivation の指標である報酬への努力に関係する
ことを示した。
Uusberg, H. et al. (2015) Neuropsychol., 73:161-168.
前方部の脳波のアルファ活動の左右非対称性と神経症傾向 N の関係をアイ・コンタクト
と関係させて検討した。N 傾向の強い者はアイ・コンタクトを避け、右への非対称性が。
Feng, C. et al. (2015) Neuropsychol., 73:108-115.
N 傾向は負の社会的交渉で前部帯状回、前頭前野内側部と、正の社会的交渉で島皮質と
正の相関を示し、N 傾向の高い者で vasopressin はこれらの脳の活性を高めた。
Forbes, C.E. et al. (2015) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 10:994-1002.
マイノリティが経験するステレオタイプ脅威 stereotype threat にデフォルト・モード・
ネットワークの自発的な活動同期が関係し、それへの対処に資するという脳波の研究。

Ahrens, L.M. et al. (2015) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 10:929-937.
社会的な不安障がいには古典的条件づけの無条件刺激 US の社会的妥当性が関係する。表
情と情動的な声の組み合わせが US。障がい者では表情の区別が脳波でみられなかった。
Gonzalez, M.Z. et al. (2015) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 10:921-928.
社会的な排除に対して背側前部帯状回、島皮質の活性が高まるが、思春期の隣人関係の
質が young adult 期のこれらの反応に関係し、質が低いと活性が強まった。
Britton, J.C. et al. (2015) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 10:913-920.
Attention bias modification (ABM) training の効果と脳（扁桃核）の関係を fMRI で検
討。左扁桃核の活性が threat に関係していたが、ABM 訓練により症状の低下がみられた。
Srinivasan, S. et al. (2015) PNAS, 112:7815-7820.
霊長類の視力がすぐれているのは一次視覚野 V1 のニューロンの密度が高いからという
Rockel らの説を検討し、かれらの結果を支持した。
Mayseless, N. et al. (2015) Neuroimage, 116:232-239.
独創性 originality（ここでは divergent thinking, DT）の脳の基礎に関する fMRI 研究。
DT は内側前頭前野など default mode network (DMN) の活性が関係していた。
Ritchie, S.J. et al. (2015) J. Neurosci., 35:8672-8682.
73 歳、76 歳の高齢者の拡散テンソル画像で白質の微小構造を異方性比率 fractional
anisotropy, FA を指標にして検討した。流動性知能が FA と関係していた。
Geerligs, L. et al. (2015) Cereb. Cortex, 25:1987-1999.
高齢者の脳の安静時の機能的なネットワークを若者のそれと比較した。加齢でネットワ
ーク内、間の結合が減少し、高次認知機能に関係するネットワークで結合が減少した。
Beets, I.A.M. et al. (2015) Cereb. Cortex, 25:1958-1969.
両手の協調運動で強調されたフィードバック augmented feedback FB とそれがない
NFB の両方で訓練した効果を fMRI による運動系の活性から検討した。
Chavan, C.F. et al. (2015) Hum. Brain Mapp., 36:2527-2543.
抑制的な制御の訓練（Go/No Go 課題）が脳に与える影響を機能的、形態的な MRI で検
討した。左右の下前頭回で訓練による機能的、形態的な変化がみられた。

Nojima, I. et al. (2015) Europ. J. Neurosci., 41:1614-1623.
行為の観察で一次運動野 M1 の興奮性が高まるかを経頭蓋磁気刺激 TMS を利用して検討
した。Kinesthetic illusion の生じる行為の観察で M1 の興奮性は高まった。
Hoff, M. et al. (2015) Europ. J. Neurosci., 41:1475-1483.
運動スキル訓練で mirror visual feedback (MVF) の有効性が若者で確認されている。こ
れを高齢者に適用し、一次運動野への tDCS の有効性も検討し、それを確認した。
Wade, S. & Hammond, G. (2015) Europ. J. Neurosci., 41:1597-1602.
複雑な運動系列を含む運動スキルの獲得には観察学習が有効である。そこで経頭蓋直流
刺激（tDCS）を観察時の運動前野に与えその効果を調べた。有効だった。
Ethier, C. et al. (2015) Curr. Opinion Neurobiol., 33:95-102.
リハビリにおいて、時間を適切に制御された神経筋刺激が回復に有効であるが、ブレイ
ン・マシン・インターフェイス BMI を利用し、患者の意図と組み合わせると更に有効。
Gulati, T. et al. (2015) J. Neurosci., 35:8653-8661.
脳卒中による損傷周囲の領域が neuroprosthetic control に機能する可能性を動物モデル
（ラット）で検討した。BMI での利用可能性を示した。
Padilla, N. et al. (2015) Cereb. Cortex, 25:1897-1905.
極度の早産児（EPT）の term 時の脳と term-born の乳児の脳を比較した。皮質、皮質下
の灰白質、脳幹部の減少、脳脊髄液量の増加など負の影響がみられた。
Tinelli, F. et al. (2015) Neuropsychol., 73:60-69.
極度に低体重で生まれた子供は頭頂－後頭葉に損傷を受けやすい。この領域は注意や時
間、空間、数などの大きさの知覚に関係する。学童期にこれらの能力をテストした。
Scheinost, D. et al. (2015) Cereb.Cortex, 25:1858-1866.
極度の早産児
（EPT）
の脳の機能結合のラテラリティを 17 歳頃に対照群と比較検討した。
EPT では右下前頭回、右頭頂、側頭部の機能結合が異なっており、言語に関連していた。
McKavanagh, R. et al. (2015) Brain, 138:2034-2045.
自閉症（ASD）の一次聴覚野、聴覚連合野、眼窩前頭部皮質、下頭頂小葉のミニコラム
（マイクロコラムの幅や軸索束の幅など）を検討し、コラムの幅が広いことを見出した。

Wolff, J.J. et al. (2015) Brain, 138:2046-2058.
2 歳までの ASD の脳梁の形態（面積、長さ、厚さ）を検討した。特に前方部で面積、厚
さの増加がみられ、それは 6 ヶ月齢から始まっていた。
Speed, H. E. et al. (2015) J. Neurosci., 35:9648-9665.
その変異や欠損が ASD やその他の神経精神的な障害に関係する、興奮性シナプスのシナ
プス後蛋白の SHANK3 についてのモデル動物（ラット）研究。
Chantiluke, K. et al. (2015) Cereb. Cortex, 25:1757-1770.
ASD と注意欠陥多動障害（ADHD）で、逆転学習時の脳活性とセロトニン再取り込み阻
害剤 Fluoxetine の影響をみた。内側前頭前野が学習、薬物効果で両障がいに差があった。
Carmona, S. et al. (2015) Hum. Brain Mapp., 36:2544-2557.
ADHD の安静時 fMRI データで機能結合を検討した。感覚野では隣接する一次領野との
結合性は増すが、注意関連、実行機能領域との結合性は減少していた。
Kappel, V. et al. (2015) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 10:945-951.
ADHD-CT（複合型）の児童と成人に報酬遅延の課題を課し、腹側線条体 VS の機能と構
造を MRI で検討した。VS の容量は減少していたが、成人のみで VS の活性低下があった。
Järvinen, A. et al. (2015) Neuropsychol., 73:127-140.
Williams syndrome (WS) と定型発達で、情動的な顔、声を単一、多感覚的に提示し判断
させるとともに、自律反応を測定。WS では社会－聴覚処理に問題があった。
Kim, D.-Y., et al. (2015) J. Cognit. Neurosci., 27:1552-1572.
通常のリアルタイム fMRI neurofeedback に機能結合の成分を含めた方法を開発し、煙草
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