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St. John-Saaltink, E. et al. Serial dependence in perceptual decisions is reflected in
activity patterns in primary visual cortex. J. Neurosci., 36:6186-6192, 2016.
この論文は serial dependence, sd の知覚と fMRI による一次視覚野 V1 の活性の研究で
ある。sd とは外部環境の規則性は予測を容易にし、知覚処理を高める現象を言う。この実
験では、凝視点の左右に 45°と 135°の grating が提示され（45/45, 135/135, 45/135,
135/45）
、500ms 後に出る反応 cue に従って、いずれか一方の傾きを答える。上図の例では
試行 N-1 では 135/135 で右の刺激に反応、試行 N では 135/45 で左の刺激に反応。sd を捉
えるために N, N-1 試行に
ついて反応した、反応しな
かった位置の傾きについ
て４つの regressor を作成
し、行動と V1 の SVM の
出力に適用した。また、N-1
試行の判断の正誤で分け
てモデルをたてた。
結果は下図にある。ｙ軸
は前の試行の影響 sd の程
度を示す。行動 B と V1 の
傾きの信号 C も同じ位置
の前の傾きの影響を受け
ること、sd があることを示
している。右下のグラフは
前の試行の刺激の傾き
（中）よりも正反応（左）
の重要性を示した。

この他に現在の知覚的
な選択が 3 試行前のそれの
影響を受けることが示さ
れた。説明が十分ではない
ので、本文を参照下さい。

Dürschmid, S. et al. Hierarchy of prediction errors for auditory events in human
temporal and frontal cortex. PNAS, 113:6755-6760, 2016.
この論文は、音を使った予測誤差 PE の研究が主に mismatch negativity, MMN などの
低周波数の事象関連電位 LF-ERP を対象としていることを批判し、限局した領域の活動を
反映する高周波の Hγも利用すべきと主張した。テンカン患者の側頭皮質、前頭皮質の硬膜
下に電極を挿入し、上図 A
にある deviant が予測可能
（上）、不可能（下）な事態
で脳波を記録した。脳波の
分析は ANOVA と主成分分
析 PCA で行った（詳細本文
参照）
。まず、両周波数帯域
で反応があるチャンネルを
選び、標準と deviant の振
幅値に time point ANOVA
を適用、F 値を得た。この
データに PCA を適用した。
詳細は本文に譲るが、選ん
だ全チャンネル、あるいは PCA
で loading の大きかったチャンネ
ルを選んで、H γ と LF-ERP の
onset と peak 潜時を求めた。それ
を前頭のチャンネルと側頭のチ
ャンネルで行った。
結果を上図 C-E に示す。詳細は
省略するが、
PE に関しては MMN
に対応する LF-ERP（青）だけで
なく、Hγ（赤）でも deviant に対
する反応がみられている。また、
Hγの方が peak の潜時は早かっ
た。下図は側頭(左)、前頭(右)、
Hγ（上）、LF-ERP（下）で予測
可能性で振幅が色分けされてい
る。前頭の Hγで予測不能の時に
可能な時に比べ、反応が大きく、
区別可能であった。

Clarke, A. et al. Learning warps object representations in the ventral temporal cortex. J.
Cogn. Neurosci., 28:1010-1023, 2016.
この論文を A4 一枚に収めることは難しい。要点のみ述べる。実験では左図にある３つの
Semantic Group の全 24 の新物体の名前、性質、context の学習前後で
これらの物体の表象がどう変化するのかを fMRI データへの MVPA の表
象類似性分析 RSA で検討した。脳活性との相関を検討した 4 つのモデル
は Visual feature, Semantic category, Contextual association, Meaning
である（下の matrix）
。RSA は searchlight と ROI で行った。
Searchlight 分析では学習の効果が Vis. feature でみられ、それは視覚
領野に限局していた。また、紡錘状回、舌状回で学習効果が Context.
assoc.でみられた。ROI の結果を下の棒グラフに示す。紡錘状回、舌状
回、海馬傍皮
質 PHC, 後
膨大部皮質
RSC で、薄い
灰色が学習
前、濃い灰色
が学習後で
ある。学習効
果は紡錘状
回 で Visual
feature を除
く３つの意
味関連のモ
デルでみら
れた。という
ことで表象
は可塑的で
ある。なお、
実際のもの
でも実験を
行っている
が省略する。
RSC に つい
ては Livne &
Bar も参照。

Schlegel, A. et al. Fundamentally distributed information processing integrates the
motor network into the mental workspace during mental rotation. J. Cogn. Neurosci.,
28:1139-1151, 2016.
この論文は、心的回転の事態で、頭頂、前頭系などの心的 workspace と一次、高次運動
野などの運動系がどのように関わるかを fMRI の MVPA で検討したもの。使用した刺激は
上図 A にある。F, B, L, R の 4 方向に心的に回転させる。上図 C に手続きがある。物体が
提示され、回転の方向が FBLR と数字で指定される（6 s）。2 s 後に物体が提示されるが、
それが指定された方向に回転したものかを判断する。脳に関しては fMRI で脳活性を計測し、
MVPA で回転方向を decode する。その結果を図 B
にある類似性のマトリックスとの相関で脳と心的
回転の関係を明らかにする。関連した ROI は、運
動系は下図（左図クリーム色、右図左）の一部のみ
紹介するが、PM:一次運動野、PS:一次体性感覚野、
preM:運動前野、workspace 系（左図水色、右図右）
は OCC:後頭皮質、PCU:楔前部、FEF:前頭眼野な
どである。なお、訓練において、回転する映像をみ
る非運動群と、物体を実際に回転させる運動群があ
る。MVPA に関して ROI 間と非運動/運動間の cross
classification を行った。fMRI 計測時には運動群は
回転運動のイメージ生成を行った。
下図左は ROI 間の cross classification の結果で、
運動系内、workspace 系内だけでなく、両系間で
も classification が成立している。すなわち、心的
回転において、両者は同じ情報を扱っており、統合
さ れ て い る 。 下 図 右 は 非 運 動 / 運 動 間 の cross
classification の 結 果 で 、 非 運 動 群 で 訓 練 し た
classifier を運動群に適用した（その逆も）。頭頂葉
の後部頭頂皮質 PPC と PCU が workspace 系で、
PM が運動系で classify できた。心的回転で、非運
動群は運動群と同じ様に運動系を利用してはいな
い。

Ye, Z. et al. Neural global pattern similarity underlies true and false memories. J.
Neurosci., 36:6792-6802.
この論文は true と false memory の記憶強度は、ある item の想起時の活性パタンと記銘
時のすべての item の global similarity; the encoding-retrieval neural global pattern similarity, ER-nGPS に関係するという説を検討した。上図に方法がある。記銘時には 9 のリス
トの各 8 の単語を覚える（実際は pleasantness の評定）
。想起時には Target, T、Lure, L、
Foil, F の刺激が提示され、old, O、new, N の判断が求められる。項目 i の ER-nGPS は右
下の式で求められる。ROI は左下前頭回 LIFG, 左上下の頭頂小葉 LIPL, LSPL、左右の腹
側外側後頭 complex, LvLOC, RvLOC で、TO, LO, LN, FN で結果の分析を行っている。ま
た、O, N についての確信度（記憶強度）
、項目間の類似度を評定させた。
まず、全脳で searchlight 法
を行い、ER-nGPS が記憶強度
に関係するかを TO>FN かで検
討した。ROI を含む領域で予測
通りの結果だった（下図）。こ
の点をさらに ER-nGPS と記憶
強度の関係を LO>LN かで検討
した。下図にあるように、前頭
頭頂皮質では LO>LN だった
が、両 LOC では差がなかった。
それゆえ ER-nGPS は前頭頭頂
部では true, false 記憶の強度
に関係するが、LOC では true
記憶の強度に関係。なお、内側
側頭葉では ER-nGPS は記憶強
度と関係なかった。また、下図
の RvLOC にみられるように
ER-nGPS が TO>LO で true と false
記憶の区別が可能だった。Searchlight
法では右視覚領野などで同じ結果にな
った。ER-nGPS と意味的類似性の
false 記憶への効果を前頭頭頂 ROI で
linear mixed-effect model により検討
した。頭頂 ROI の ER-nGPS が意味的
類似性と関係していた。ここで紙幅が
尽きたので、本文を参照ください。

Brown, T.I. et al. Prospective representation of navigational goals in the human
hippocampus. Science, 352-1323-1326, 2016.
この論文は navigation における目的地や軌道の prospective な表象に海馬やその周辺の
MTL、さらに前頭葉がどのように関わるかを virtual な空間、fMRI と MVPA で検討した。
上図 A の青い 5 か所が出発、目的地になる。Navigation は fMRI 計測前日に訓練した。
まず、海馬のデータに MVPA を適用し、出発地、目的地の classifier を訓練した。
navigation の plan を考えている時に、両方の場所を有意に decode できた（図なし）。また、
plan 中のルートの想起に関しては、中図にあるように、目的地の途中にある Sub-goal（図
A）が想起されることが多いと考えられ、他の 3 つの場所と比較したところ、それを裏付け
た（図 B）
。下図にあるように、海馬傍皮質 PHC, 周嗅皮質 PRC, 後膨大部皮質 RSC, 腹側
線条体 VS では、VS を除き目的地の decode ができ、それは海馬のデータと相関していた。
前頭葉に関しては、眼窩前頭部と前頭極皮質の活性が海馬の decoding 値と関係していた。

Wagner, D.D. et al. The dorsal medial prefrontal cortex responds preferentially to social
interactions during natural viewing. J. Neurosci., 36:6917-6925, 2016.
この論文は背内側前頭前野 DMPFC が社会的なインタラクション social complexity と関
わることを、外側紡錘状皮質 LFF(顔)、内側紡錘状皮質 MFF（風景）、頭頂間溝 IPS（行為）
との比較から、
「逆相関法」で明らかにした。
すなわち、Nicholas Cage 主演の映画を条件なしに見せ、fMRI で脳の活性を計測する。
ROI は上に挙げた 4 か所である。各 ROI で活性が強かった 10 のピーク、10 の谷の時間を
求め（それぞれ上図の赤と青の折れ線グラフ。ここでは DMPFC と外側紡錘状皮質のみを
表示した）
、その時点での映画の内容を分析する。各折れ線グラフの下の映像で、上が活性
のピーク、下が活性の谷に対応する 10 の映像である。Movie clip を分析すると、DMPFC
は主役と他の人物の社会的交渉、LFF は顔のクローズアップ、MFF は戸外の風景や物のあ
る光景、IPS は手を使った行為が多かった。

これらの movie clip のさらなる分析を実験にナイーブな 132 名の参加者で行った。参加
者は clip を動詞を用いて記述してもらった。結果は上記の分析に対応し、例えば DMPFC
は社会的交渉に関連する動詞が用いられた。また、社会的交渉、顔と表情、風景/場所、行
為で評定させた。
下図は DMPFC と LFF の結果だが、これまでの分析と同様の結果だった。

今月の認知神経科学の応用
Chester, D.S. et al. (2016) Soc. Cogn. Affect. Neurosci., 11:1036-1040.
Oba, K. et al. (2016) Soc. Cogn. Affect. Neurosci., 11:1069-1077.
Inagaki, T.K. et al. (2016) Soc. Cogn. Affect. Neurosci., 11:1096-1101.
Matsunaga, M. et al. (2016) Neuroimage, 134:132-141.
Kringelbach, M.L. et al. (2016) Trend. Cogn. Sci., 20:545-558.
上から Narcissism, nostalgia, lonliness, happiness, cuteness の神経機構の研究、総説。
Paul, E.J. et al. (2016) Neuroimage, 137:201-211.
知能の biomarker には N-acetyl aspartate, NAA と脳の総容量 BV がある。流動性知能
Gf に両者がどう関係するか検討。両者は異なる Gf の側面に関係していた。
Wisniewski, D.et al. (2016) Neuroimage, 134:450-458.
同じ意図の課題の発現が自己/外部刺激で脳内過程が異なるかを fMRI の MVPA で検討。
多くの前頭頭頂皮質で課題を decode. cross-classification で一部領域では意図を decode.
Stice, E. & Yokum, S. (2016) J. Neurosci, 36:6949-6956.
若者を 2，3 年おいて 2 回 fMRI の脳機能計測を行ったが、その間に肥満気味になったも
のとそうでないものを分けた。
前者は milkshake の出現を示す cue に線条体等の活性上昇。
Carlson, R.W. et al. (2016) Soc. Cogn. Affect. Neurosci., 11:1121-1129.
Prosocial behavior と事象関連電位 ERP の P300 の関係を検討した。P300 は highempathy target に直感的に prosocial behavior を行う時に振幅が大きくなった。
Myllyneva, A. & Hietanen, J.K. (2016) Soc. Cogn. Affect. Neurosci., 11:1089-1095.
Eye contact による生理的覚醒、注意反応は他者に見られているという知識の影響を受け
る。この eye contact effect の成立要件を自律反応や脳波を利用して検討した。
Tsoi, L. et al. (2016) Neuroimage, 137:86-96.
協調と競争の事態で心の理論 ToM の領域である両側の側頭頭頂接合部などの活性を
fMRI で計測した。両事態で同様の活性がみられたが、MVPA では両事態を decode した。
Chester, D.S. & DeWall, C.N. (2016) Soc. Cogn. Affect. Neurosci., 11:1173-1182.
報復、復讐には脳の報酬系が関与することを fMRI で明らかにした。攻撃課題を挑発の有
無で検討したが、挑発があると報酬関連の側坐核の活性が高まった。

Zhao, W. et al. (2016) Hum. Brain Mapp., 37:2512-2527.
Oxytocin, OXT が自他の特性の判断にどう関係するかを fMRI も含めて分析した。OXT
は自己のバイアスを弱めたが、内側前頭前野の活性、前部、後部帯状回との結合が関係。
Constantinidis, C. & Klingberg, T. (2016) Nat. Rev. Neurosci., 17:438-449.
ワーキング・メモリ WM の訓練で WM の貯蔵能力は増加する。その効果には動物、ヒト
の研究で前頭前野 PFC ニューロンの活動増加、PFC と頭頂皮質との結合増加があった。
Heinzel, S. et al. (2016) Neuroimage, 134:236-249.
高齢者で WM の訓練を n-back 課題で行い、Sternberg 課題への転移を行動と fMRI によ
る脳機能計測で検討した。転移がみられ、右 BA6/8 の活性低下が伴った。
Giacosa, C. et al. (2016) Neuroimage, 135:273-286.
ダンスと音楽の訓練はともに長期の厳しい身体の訓練が必要。拡散テンソル画像法で白
質線維を調べると、両者は皮質脊髄路等の拡散率や線維のコヒーレンスで逆の結果に。
Moisala, M. et al. (2016) Neuroimage, 134:113-121.
若者はメディアの multitasking に曝されているがその影響を調べた。Multitasking 課題
を行わせたところ、曝される傾向が高いほど成績が悪く、右前頭前野の活性が上昇した。
Takashima, A. et al. (2016) Neuropsychol., 89:14-30.
ハングル文字で偽単語を作成し、オランダ人大学生に読みの訓練を行った。訓練により、
holistic な表象ができ、読みが効率的になった。fMRI では後部側頭頭頂部の関与があった。
Bueichekú, E. et al. (2016) Neuroimage, 135:204-213.
視覚的探索の訓練が行動と脳に与える影響を検討した。行動にはプラスの影響がみられ、
fMRI 計測では後部頭頂皮質などの活性低下がみられた。
Kietzmann, T.C. et al. (2016) Neuroimage, 134:22-34.
新しい刺激のカテゴリ分類の訓練の効果を脳磁図 MEG で検討した。訓練が進むと、カテ
ゴリ選択的な活動が 275 から 113 ms へ短縮、前頭葉から後頭側頭領域に移動した。
Philip, B.A. & Frey, S.H. (2016) Neuropsychol., 87:157-168.
非利き手の 10 日間の precision drawing task の訓練の前後に安静時の機能結合を計測。
運動のなめらかさは両側の手の感覚運動野と前頭頭頂皮質の praxis 領域の結合増加が関係。

Doll, A. et al. (2016) Neuroimage, 134:305-313.
マインドフルネス訓練 MT で呼吸に注意を向けると、情動の制御がより有効になった。
それには扁桃核－背側前頭前野の統合が関係していた。
Kirk, U. et al. (2016) Neuroimage, 138:274-283.
MT が協調的な経済的意思決定を促進することを Ultimatum Game で示し、その脳内機
構として中隔部の活性の上昇、unfair な状況で島皮質の活性低下があることを示した。
Berkovich-Ohana, A. et al. (2016) Neuroimage, 135:125-134.
長期間の MT 者の安静時と視覚再認記憶課題時の fMRI の振幅の自発的な変動を調べた
ところ、いずれの場合も視覚領野では活性上昇、default mode network では活性が低下。
Luders, E. et al. (2016) Neuroimage, 134:508-513.
50 歳以上の MT 者で脳の年齢について調べた。BrainAGE index によると 50 歳の MT
者は対照群よりも 7.5 歳若かった。
Ellamil, M. et al. (2016) Neuroimage, 136:186-196.
MT 者を利用して、自発的な thought の生起に関連する脳活動を fMRI で検討した。自発
前に活性したのは内側側頭葉、下頭頂小葉で、自発時は内外の前頭前野、前部帯状回など。
Hosseini, S.M. et al. (2016) Neuroimage, 134:153-159.
NIRS を利用して、課題遂行中の前頭前皮質の活性の neurofeedback が WM など実行機
能に与える影響を調べ、プラスの結果を得た。
Hsueh, J.-J. et al. (2016) Hum. Brain Mapp., 37:2662-2675.
前頭頭頂部の脳波のα波の neurofeedback が WM（backward digit span など）やエピ
ソード記憶にプラスに働くことを示した。
Naros, G. et al. (2016) Neuroimage, 134:142-152.
運動のイメージ生成中に脳波を記録し、左の感覚運動皮質のβ帯域の desynchronization
で、脳－ロボット・インターフェイスで右手を開く訓練をし、自己統制が可能だった。
Mancuso, L.E. et al. (2016) J. Cogn. Neurosci., 28:1063-1089.
経頭蓋直流刺激 tDCS が WM に効果があるかは定まっていない。この陽極 tDCS のメタ
分析では左背外側 PFC への tDCS と WM 訓練で小さいが有意な効果がみられた。

Meinzer, M. et al. (2016) Brain Lang., 157-158:72-80.
語生成における semantic context effect を検討するために左下前頭回と左後部中側頭回/
上側頭回に陽極 tDCS を与えた。両領域で意味的妨害は減少したが、効果の持続などに差。
Heinen, K. et al. (2016) Neuropsychol., 87:35-42.
陰極 tDCS を両側あるいは右後部頭頂皮質 PPC に与え、視覚的な WM の正確さへの影
響をみた。tDCS は特徴の misbinding を低下させ、エラーを減少させた。
Kim, H. et al. (2016) Neuroimage, 138:28-42.
新生児の脳の gyrification の形態を明らかにする新たな方法 NEOCIVET を開発し、早産
児に適用した。
Lefèvre, J. et al. (2016) Cereb. Cortex, 26:3023-3035.
胎児と早産児の皮質の folding が同じ軌跡で発達するのかを MRI で横断的に比較検討し
た。皮質の容量と脳溝の出現率を除くと、両群の発達の軌跡は異なっていた。
Melbourne, A. et al. (2016) Hum. Brain Mapp., 37:2479-2492.
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