今月の認知神経科学：論文紹介
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Singla, S. et al. A cerebellum-like circuit in the auditory system cancels responses to self generated sounds. Nat. Neurosci., 20:943-950, 2017.
今月はあまり面白い論文がなかったので、珍しくマウスの聴覚の神経生理学的な研究を
紹介します。一般に自分が出す音に対しては抑制が働くが、それはおそらく多くの哺乳類に
共通すると思われる。この論文はその過程に背側蝸牛核 DCN
（対照領域は腹側蝸牛核 VCN）
を中心とした小脳のような回路網（図１）の働きで説明しようとする。

図 1 DCN の小脳様回路網。紡錘状細胞 fusiform cell が聴覚やその他の入力を統合する。
マウスが出す音には licking を利
用した。左の図 2a に licking の振幅
（白のカーブ）とスペクトログラム
がある。点線が spout への contact.
図 2c, d は VCN の結果で、licking の
波形（黒。矢印、点線は spout への
contact.水色は licking に対するのニ
ューロンの発火。横軸は時間。VCN
では licking 音に対する反応がみら
れる。図 2e, f は DCN の結果で、
licking へのニューロンの反応（赤）
は減少している。この抑制がこの論
図２ 説明は本文

文のテーマである。

で は licking 音 を 模 し た も のを
licking のない時に与えたらどうなる
か。図 3a は licking を模した音の振
幅とスペクトログラムで図 2a に類
似している。図 3b, c は VCN のニュ
ーロンの反応（水色）で図 2c, d と同
じように licking 類似音（黒）に応答
している。図 3d, e は DCN のニュー
ロンの反応（赤）で、licking がない
時には、図 2e, f と異なり、応答があ
る。これは他の音でも同じ結果。
図 3 説明は本文参照。
次に DCN ニューロンへの聴覚以外の入力について検討した。そのために聴覚入力を遮
断する deafening の手術を行った。DCN には complex spike, CS neuron があり、simple
spike, SS と CS の両方の発射がみられる。図 4c, d は 2 つのニューロンの結果で、上の黒
い線が licking sound で、2 番目の青が SS, 緑が CS の結果。図 4e が 11 のニューロンの結
果。図 4f にあるように、CS は licking がある時のほうが、発射が高い。これは音以外の入
力が DCN ニューロンにあることを示す。

図 4 聴覚入力を遮断したマウスの 2 つの DCN ニューロンの licking 時の反応
この非聴覚入力は、他
の種の研究から、図 1 の
苔上線維 mossy fiber か
らのものと考えられる。
そ の 中 で 脊 髄 三 叉核
spinal trigeminal nucleus,
Sp5 が licking に関係する
体性感覚刺激情報を
図 5 脊髄三叉核の活動のブロックの効果

DCN に送ると考えられた。 そこで Sp5 に活動電位をブロックする lidocaine を注入し
て、一時的にその活動を低下させた。結果を図 5b に示す。DCN のニューロン（赤）は
lidocaine 注入前は licking 音（黒）に応答しないが（左）、注入後は応答する（右）
。図 5d
は全体の結果で、saline（青）では注入前後で変化がない。このような非聴覚入力が自己
の出す音の受容を抑制するのだろう。
最後に、この抑制が adaptive であることを、licking にノイズ音を伴わせることで検討し
た。図 6h が全体の結果だが、licking とノイズを伴わせた条件（赤、correlated）で DCN
のニューロンは試行を重ねると活動が低下し
ていった。ノイズと licking が uncorrelated の
条件ではそのような低下はない。VCN では
correlated の条件でも低下はない。図 6i はそ
れを decay rate で表現したものである。

図 6 licking にノイズを伴わせた結果

Bornstein, A.M. & Norman, K.A, Reinstated episodic context guides sampling-based decisions
fo r reward. Nat. Neurosci., 20:997-1003, 2017.
この論文は過去の報酬のための意思決定時の context の想起がその後の意思決定に関係
することを示した。課題が下にある。Phase 1（図 a）では、上部に赤、緑、青のカード
（選択肢）があり、その下には全部で 6/3 種類の風景写真（context）がある。そのカード
の一つ（この例では緑）を選ぶと、trial-unique なもの object の写真（この例では双眼
鏡）が提示される。そしてある確率で 10＄の報酬を得る。図 b は Phase 2 (Memory Probe
phase) でやはりカードの選択をおこない、それはある確率で報酬を得ることができる。図
b にあるように、風景写真は提示されない。Phase 2 の 1/3 の試行では図 b にあるように
object が提示され、その再認と確信度が尋ねられた。図 c は各カード選択時の報酬の量
で、30 試行の最初の 10 試行は報酬の確率が 60%, 30%, 10%と固定されているが、残りの
20 試行はその確率が変化する。Phase 2 では各風景写真の最初の 10 試行の object が提示
された。図にない Phase 3（Source Recognition phase）では、object とそれが提示された
時の風景写真の間の matching が求められた。なお、実験 2 では加えて fMRI 計測がある。
Phase 4 (Localizer phase) では object, 風景、scrambled 風景の fMRI 反応が同定された。

実験の狙いを下の図に示す。Phase 2 の Memory Probe で例えば双眼鏡が提示されたな
ら、次の試行では同じ風景写真 context の
もとで提示されたバナナに基づい てカー
ドが選択され、、その次の試行ではブロッ
コリに基づいて、カードが選択さ れるだ
ろう、というもの。なお、当然強化学
習理論が主張するように、先行試行、
Probe 試行で強化されたかも重要。

興味は memory probe 試行につづく試行でのカードの選択。それに影響する 3 種類の報
酬情報の効果がある：最近の試行で受けた報酬の効果、probe 試行で受けた報酬の効果、
probe 試行の context でかつて受けた報酬の効果（context reward）。下の図の a は実験 1、
b は実験 2 の結果で、これらの報酬情報のカード選択への効果を示す。左の 3 つは 3 試行
前までの報酬の効果で、その効果は次第に減少する傾向があるが、いずれも有意である。
4 番目は probe 試行の報酬の効果で、実験 1 では有意だが、実験 2 では有意でない。右端
は probe 試行の context reward の効果で、選択に有意であった。

最後に fMRI の結果を説明するが、論文ではその前に model-free TD 学習との違いなど
が述べられているが、わたしの手に余ったので、興味のある方は本文を参照ください。
fMRI 実験では MVPA により object, 風景、scrambled 風景の classify を紡錘状回場所領
域 PPA で行った。Phase 2 (Memory Probe phase) では風景写真は提示されないので、も
し PPA に脳活性がみられるのなら、それは reinstatement の証拠と考えられる。結果を次
ページ示すが、probe 提示の 8s-12s あたりに classifier の成績がピークになり、風景が脳内

で再活性されていることを示した（下の図 a, b）。図 c は context reward (y 軸) と classifier
の成績（x 軸、scene evidence）の関係を示す。Scene evidence は各参加者で成績により 4
等分にした。context reward の効果は classifier の成績がよいほど大きい。なお、図はない
が reinstate された脳活性は各風景刺激に特異的で、probe 試行で reinstate された PPA の
活性パターンは Phase 1 での活性パターンと高い相関を示した。これら、および紹介しな
かったその他の結果から、reinstated episodic context が sampling に基づく意思決定をガイ
ドすることが明らかになった。

今月の認知神経科学の応用
現在、応用的な脳画像研究が盛んで、研究のすそ野が広がっている。また、数百人単位の
参加者の実験が多いことに驚かされる。脳画像データが組織的に蓄積されているのだろう。
ここでは応用研究の論文をわずか 2 行で紹介している。しばしば出る長い単語は英語の
短縮系にしたい。以下にその例を上げる。各項目アルファベット順である。


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, デフォルト・モード・ネットワーク DMN, 嗅内皮質 ERC, 紡錘状
回顔領域 FFA, 下前頭回 IFG, 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, 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, 上頭頂皮質（小葉）SPC (L), 上側頭回 STG,
線条体 STR, 上側頭溝 STS, 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, false alarm FA, Generalized anxiety disorder GAD, 独
立成分分析 ICA, 長期記憶 LTM, 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, 心的外傷後ストレス障害
PTSD, 反応時間 RT, 短期記憶 STM, 心の理論 ToM, ワーキング・メモリ WM, 年齢
y



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, 事象関連電位 ERP, 異方性比率 FA, 機能
的磁気共鳴画像法 fMRI, 後期陽性電位 LPP, 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,
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,
voxel based lesion symptom mapping VLSM, 視覚誘発電位 VEP

訓練と自己統制
Raichlen, D.A. & Alexander, G.E. (2017) Trend. Neurosci., 40:408-421.
脳の健康に関係する運動－脳連関についての進化神経科学的モデルの opinion 論文。

Christiansen, L. et al. (2017) Europ. J. Neurosci., 45:1490-1500.
長期間、困難度を上げながら手の運動スキルの訓練を行うことは、反対側の手の成績を上
げる。それを同側 M1 への TMS による皮質脊髄興奮性の上昇を含め明らかにした。
Moore, M. et al. (2017) Brain Cognit., 116:40-46.
左手の運動訓練を音楽を手掛かりに行うと、DTI で右の弓状束の FA が増加し、また、軸
方向拡散性の増加、放射状拡散性の減少があり、ミエリン化の増加と対応していた。
Bensafi, M. et al. (2017) Europ. J. Neurosci., 45:1524-1537.
料理人と音楽家、普通の人で果実の香り、楽器の音色、果実、楽器、物の大きさの imagery
で、ERP を記録。料理人は香り、音楽家は音色で ERP 成分が両半球に、普通は左半球有意。
Lopez, R.B. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:832-838.
脳内の実行系と報酬系のバランスと日常の摂食制御の関係を dieter の fMRI と生活記録
で検討。実行系の活動が報酬系のそれよりも高いと、摂食の自己制御ができた。

意思決定
De Martino, B. et al. (2017) J. Neurosci., 37:6066-6074.
参加者は評価（online review）を参考に品物の価値の判断をしたが、最初の belief の不確
実さと review の信頼性に基づいて belief と確信度を更新。dmPFC が更新に関係していた。

社会認知神経科学
Kuhlen, A.K. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12: 871-880.
参加者が相手と対話する条件とマイクのテストの条件の違いを fMRI の decoding で検討。
vmPFC, 両側 vPFC で条件を区別した。社会・情動刺激や視点、予期に関連する領域。
Stolier, R.M. & Freeman, J.B. (2017) J. Neurosci., 37:5711-5721.
人種と性のカテゴリ（典型性）判断の過程を fMRI (MVPA) と判断を反映する手の動き
で検討。非典型では両カテゴリが同時に活性し、競合することを右紡錘状皮質でみた。
Fourie, M.M. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12: 881-892.
アパルトヘイトを経験した黒人、白人で身体的、社会的苦痛課題への行動、脳の反応を検
討。黒人は in-group bias, 白人は平等主義的だが、脳の反応は in-group bias 等の結果。

Yin, L. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:3675-3690.
他者の利益のためにつく嘘を charity vs self, payoff 量を操作して、fMRI で検討。charity
は aIns の活性を低下させ、それは payoff loss (self-charity) ratio と正の相関。
Ashar, Y.K. et al. (2017) Neuron, 94:1263-1273.
他者の苦しみに対して empathic care と distress が生じるが、fMRI による脳活性は両者
を区別できた。前者は NAcc, mOFC, 後者は PMC, 体性感覚野が活性、等の結果。
Manninen, S. et al. (2017) J. Neurosci., 37:6125-6131.
社会的な笑いと opioid 分泌の関係を PET と[11C]カーフェンタニルで検討。社会的な笑
いは視床、尾状核、aIns で opioid の分泌を増加させ、social bond に重要。
Yanagisawa, K. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:910-917.
相互協調的自己観を持つ日本人は存在脅威顕現事態で世界観を脅かす他者を許容するが、
fMRI の研究で、それには自己制御関連の右 vlPFC が関係していた。
Thiruchselvam, R. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:956-964.
信仰と社会的協調 social conformity の関係を ERP (LPP) も含め検討した。顔の魅力度で
による Conformity のレベルの測定は信仰の有無で類似の結果だが、ERP には相違が出た。
Krämer, B. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:3444-3453.
都市生活が脳内報酬系に与える影響を fMRI で検討。都市生活者は VTA の DA の活性と
調節が低下、扁桃核、OFC, pregenual ACC の報酬、ストレス処理関連領域の活性が増加。

発達・加齢
Videman, M. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:3208-3216.
母体のセロトニン再吸収抑制剤 SRI が新生児の脳の機能に与える影響を EEG で検討し
た。半球間結合の低下、cross-frequency integration の低下、前頭葉の低周波変動の低下。
Gilman, S.E. et al. (2017) PNAS, 114:6728-6733.
社会経済状態の低下が母体の免疫反応に影響を与え、生後の神経発達に影響を持つこと
を検討した。免疫のマーカーの IL-8 が 4 mo, 1 y の幼児の神経異常 risk に関係した。
Brito, N.H. et al. (2017) Brain Cognit., 116:54-62.
3-20 歳の参加者で、皮質の厚さと言語、実行機能の関係を検討。厚さが薄いほどこれら

の機能の成績がよかったが、参加者の社会経済的状態がこの関係に影響を持った。
Rowley, C.D. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:3691-3703.
青年後期から中年のミエリンの経年変化を MRI の T1 強調画像で検討。経年変化は二次
式が適合するが、ピークの年齢は視覚皮質等で 34 歳、運動皮質等では 38 歳と異なる。
Liu, X. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:3402-3414.
約 26 歳と 65 歳で脳の萎縮による BOLD 反応の hemodynamic impulse response function
に影響を与えるが、fMRI データを subjects’ native space で分析するとその影響はない。
Birdsill, A.C. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:3337-3344.
40-62 歳の中年で腹部の肥満と DTI による FA の関係を検討した。胴回りの増加は軸方
向の拡散性の減少、放射状拡散性の減少、平均拡散性の減少と関係していた。
Nicholas, C.R. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12993-1000.
約 60 歳の参加者の positive affect と脳のグルコース代謝の関係を PET で検討。Positive
affect は辺縁系、前頭、側頭、頭頂部の代謝の増加、すなわち健康、と関連していた。
Beyer, F. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:3502-3515.
60-80 歳の高齢者で高い BMI と安静時の機能結合の関係を検討した。
DMN の後部の PCC
や楔前部の機能結合の減少と BMI は負の相関を示し、実行機能の低下と関係していた。

情動、不安、性格、個人差
Bublatzky, F. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:811-822.
顔の表情の処理は、顔が対面で提示されるときに高まることを行動と ERP (初期の情動
処理に関係する N170, 初期後部負電位や恐れ関連の後期の後部正電位)で明らかにした。
Yankouskaya, A. et al. (2017) Brain Cognit., 116:29-39.
顔の表情と identity 情報を統合すると顔の処理が促進される現象の脳内機構を検討。右の
OFC (BA11/47) と両側の IOG の間の機能結合の増加がこの現象に関係した。
Smith, R. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:848-860.
情動の feeling (identification) を WM に維持するときには、aIns, pdmPFC を含む左外測
前頭-頭頂 network が活性化した。その WM の成績は IQ や情動の awareness が関係。

Angelides, N.H. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:1001-1008.
安静時の大脳基底核と OFC の機能結合と BIS/BAS の関係を検討。BAS-fun seeking と
OFC 中央部と被殻に正の相関がみられた。Implusivity に関係。
da Cunha, S, et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12: 802-810.
暴力で収監された者は挑発に対して攻撃的に対応するが、fMRI 計測では扁桃核、STR の
活性が上がり、扁桃核-PFC、STR-PFC の機能結合が減少するなどの結果を得た。
Niedtfeld, I. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:739-747.
BPD では痛みによる情動制御がみられる。これに Dialectical Behavioral Therapy を適用。
当初、苦痛刺激に扁桃核は活性低下したが療法で改善、扁桃核と dACC の結合も変化した。
Hu, Y. & Dolcos, S. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:775 -782.
IFG 弁蓋部の容量、不安傾向、注意の negative bias (affective Go/No Go)の関係を検討。
不安傾向は左弁蓋部容量と負の相関、negative bias の RT と正の相関などの結果。
Ellard, K.K. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:1009-1021.
GAD の 3 つの不安の処理法（受容、worry, 抑制）の脳内過程を fMRI で検討。受容は
worry より苦悩の評点が低く、dACC, vlPFC-扁桃核の結合増加。抑制との違いもあった。
Gvozdanovic, G.A. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:3592-3602.
実験的なトラウマ記憶の implicit, explicit な想起を intrusion を念頭に検討。Implicit な想
起は RSC, ACC, 両想起は PCC, 楔前部に活性が。また、扁桃核と SMA 等との結合低下。
Powers, A. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:823-831.
トラウマは情動の制御不調だが、sMRI, fMRI 計測では dACC の表面積の増加、恐れ刺激
への dmPFC, dlPFC の活性増加があった。dmPFC は PTSD, 抑うつ症状に関係していた。
Clancy, K. et al. (2017) Brain, 140:2041-2050.
PTSD の安静時と写真観察時の脳波では、前者で感覚系の過活動、bottom-up 抑制の減
少、後者では感覚系の過活動と前頭系の top-down 抑制の減少。症状のレベルに対応。
Hardee, J.E. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:965-975.
薬物依存のリスクのある青年男女で縦断的に情動的言語課題中に fMRI 計測。男性で右扁
桃核、中心前回で高まる活性が年齢で低下、女性には低下がなく、内在化した症状が増加。

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
Ferrari, C. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:701-717.
美しい人は道徳的にも優れていると考えられやすい（Beauty-is-Good stereotype）が、
dmPFC への TMS はこの結びつきを壊し、この領域が stereotype に関係した。
Tosun, T. et al. (2017) J. Cognit. Neurosci., 29:1433-1444.
右 preSMA への連続 theta burst 刺激による抑制は参加者を慎重にし、意思決定の閾値を
上げた。また、この抑制は accuracy bias と drift rate の上昇ももたらした。
Varlet, M. et al. (2017) Europ. J. Neurosci., 45:1465-1472.
右人差し指の上下運動を観察時に対応する運動野に TMS を与え MEP を記録した。参加
者の固定した指は観察する運動と in-phase, out-phase の関係だが、同調的反応がみられた。
Bracco, M. et al. (2017) Neuropsychol., 101:30-38.
右方向への prism adaptation, PA, 右 M1 への anodal tDCS は TMS-MEP で測定の M1 の
興奮性を上げるが、PA＋tDCS（順序は半々）では homeostatic plasticity により興奮性低下。
Junghofer, M. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:3449-3457.
vmPFC への anodal （興奮性）と cathodal（抑制性）tDCS を与え、情動的な scene の処
理への効果を fMRI, MEG で検討。
anodal tDCS で脳内情動系の pleasant scene の処理亢進。
Nord, C.L. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:839-847.
抑うつの改善への適用を念頭に置いて、anaodal tDCS を左 dlPFC へ与えた。tDCS はす
べての情動で RT を増加させ、般性の効果を持った。情動の同定に関係する結果も得た。

自閉症スぺクトラム障がい ASD
Rapanelli, M. et al. (2017) Trend. Neuroci., 40:397-407.
ASD と Tourette syndrome での interneuron の役割に関する opinion 論文。

言語、読字、その障がい（失語 aphasia, 読字障がい dyslexia）
Linnavari, T. et al. (2017) Neuropsychol., 101:76-84.
音韻認識は音素処理に重要で、後の子供の読みの能力に関係。5、６歳の子供で、音素処
理課題などを課し、ERP の MMN との関係を検討。音素処理の良い子供は大きな MMN.

Conant, L.L. et al. (2017) Brain Lang., 171:14-22.
教育レベル ME の異なる母親の子供で、音素カテゴリ化の熟達度 CP と音素弁別の関係
を fMRI で検討。ME と子供の言語・認知機能は関係し、ME と CP の関係は左 PFC で。
Brookshire, G. et al. (2017) PNAS, 114:6352-6357.
Speech envelope への脳波の同調の一般性を手話を使って検討した。Speech よりは周波
数が低いが、視覚、頭頂皮質で同調がみられ、それは刺激に対する感度を最大にする機構。
Hogrefe, K. et al. (2017) Brain Lang., 171:62-71.
重篤な失語症ではジェスチャーを使って理解させようとする。しかし、患者によって使用
に差がある。VLSM では側頭皮質前部と下前頭皮質がそれに関係することを示した。
Matías-Guiu, J.A. et al. (2017) Neuropsychol., 101:132-140.
原発性進行性失語症の subtype (失文法型、logopenic 型、意味認知症型)の読みを検討。
前 2 タイプでは非語で障害、例外語は維持、最後のタイプはその逆の結果。関連脳領域も。
Geranmayeh, F. et al. (2017) Brain, 140:1947-1958.
左半球の脳卒中で生じた失語からの回復に領域一般性 domain general の preSMA/dACC
が関係することを fMRI の縦断的記録などで明らかにした。

感覚運動障がい
Chow, H.M. & Chang, S.-E. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:3345-3359.
3-12 歳の吃音者と健常者で縦断的に DTI 計測を行い線維束の FA を検討した。吃音者で
は頭頂、側頭後部の左弓状束、脳梁中央部で FA が低下。吃音の持続と回復者で相違が。
Mehravari, A.S. et al. (2017) Neuropsychol., 101:153-168.
読みに問題がない聴覚障がい者と健常の成人で、それが同じか異なるかを ERP で検討し
た。障がい者は意味逸脱で N400, 健常者は文法逸脱で P600 が大きく、異なっていた。
Scarbel, L. et al. (2017) Neuropsychol., 101:39-46.
Post-lingually の蝸牛 implant 者で、対話者の speech を真似る phonetic convergence と
speech imitation がみられた。Implant 者で知覚―運動能力の回復があることを示した。

