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Vernon, R.J.W. et al. Multivariate patterns in the human object-processing pathway 

reveal a shift from retinotopic to shape curvature representations in lateral occipital 

areas, LO-1 and LO-2. J. Neurosci., 36:5763-5774, 2016. 

 初期の視覚バッファ（V1-V3）と形に関係する外側視覚領野（LO）では表象の構造原理 

 

  

が異なる。両者の間にある

LO1と LO2でその移行がみ

られると考え検討した（領域

の位置は上の図を参照）。こ

こでは論文のエッセンスを

紹介する。 

 問題を検討するために左

図にある図形を利用した。左 

は動物、右は無意味な図形で、上に行くほど

輪郭が単純化されている。fMRI で脳活性を

計測したが、ROIは左の図にある。pFsは後

部紡錘状溝。各 ROIの活性を予測する刺激の

類似性の 8 つの測度を考えた。これらを主成

分分析にかけ 2つの成分 shape profile, SPと

shape complexity, SCに。SPは低次元の測度

で retinotopic な形の類似性を, SC は高次の

抽象的な測度で形の湾曲（出っ張りの数と大

きさ）の測度。各 ROIの活性と SP（赤）、SC

（青）の相関を左に示す。上が動物、下が無

意味な図形の結果で類似した結果になった。

LO1では SP. SCに差がなく、LO2で SPか

ら SCへの移行がみられた。 



Senoussi, M. et al. Multivoxel object representations in adult human visual cortex are 

flexible: An associative learning study. J. Cogn. Neurosci., 28:852-868, 2016. 

 この論文は物と物との対連合学習の前後で、ものの表象が柔軟に変わることをMVPAで

示した。実験のロジックは下の図にあるが、例えば、顔－車、家－椅子の対連合学習を挟 

 

んで、これらの刺激を提示し 1-back 課題中に fMRI で脳機

能計測を行う。対にされない顔－家で classifier を訓練し

（Analysis）、車－椅子でテストする。予測は対連合学習後

に車－椅子の弁別が向上するとした（Hypothesis）。 

 結果を下に示す。Searchlight法による結果が下図 Aにあ

り、学習前（青）、後（橙）、overlap（桃）。前後の差が図 B

で弁別が向上している。6 か所の ROI の結果が図 D-I にあ

る（D:pF後部紡錘状皮質、E:FFA, F:PPA, G:LO外側後頭

皮質、H:V1/V2, I:HIPP海馬）。V1/V2では対連合学習前後

で差がみられないが、それ以外の高次視覚バッファでは車－

椅子の区別が改善している。これらの結果は上記の

Hypothesis を支持し、学習で表象が柔軟に変化すると考え

られた。 



Campana, F. et al. Conscious vision proceeds from global to local content in goal- 

directed tasks and spontaneous vision. J. Neurosci., 36:5200-5213, 2016. 

 この論文は逆階層説 RHTを図形の global-localな要素の判断から検討したもの。RHTか

ら 3つの予測：1. globalの要素の判断が早い、2. globalな情報は課題の要求に関係なく早

い段階で処理される、3. 自発的な視覚は globalな知覚に支配される。これらの点を検討す

るために、行動と脳磁図MEGデータの decoding実験を行った。使用した刺激を上段の図

左に示す。刺激は線分で構成されるが、その傾きにより、右にあるように globalな要素の

方向と localな要素の方向が知覚される。使用した角度は±22.5°と±67.5°で、globalと 

  

local は常に 45°異な

る。それぞれ blockで

角度を判断させ、反応

時間を求めた。 

 結果が中段で、予測

通り、globalの判断の

方が反応時間が短い。

また、globalが先行す 

るので、その影響が local の判断に現われることが考えら

れる。ここでは載せないが、local の角度判断のエラーが

globalの角度により影響をうけた。 

 下段の図はMEGの decodingの結果で、左が global, 右

が local な方向の結果。緑：global, 赤：local task. 水平

の線は decoding が 0.5 より有意に高い時間。黒い線は

globalと localの差が有意な時間。globalな方向は課題に

関係なく、早い時期から decode され、その成績は高い。

右図にあるように localな方向の decodingは globalのそ 

れよりも成績が

良くない。以上、

上記の予測 1, 2

が支持された。

予測 3 について

は省略するが、

課題の要求がな

い自発的な知覚

では、global な

要素に支配され

ていた。 



Lee, H. & Kuhl, B.A. Reconstructing perceived and retrieved faces from activity pattern 

in lateral parietal cortex. J. Neurosci., 36:6069-6082, 2016. 

 この論文は角回 ANGでMVPAにより、知覚された顔、ワーキング・メモリWMの delay

中の顔を再構成できることを示した。これは視覚領野でみられた結果が ANGでもみられた 

 

刺激がサンプル刺激の一部か否かの判断。ROIは ANG以外に縁上回 SMG, 頭頂間溝 IPS, 

上頭頂小葉 SPL, 後頭側頭皮質 OTCである。左が知覚、右がWMの結果である。Exp1, 2

はここでは無視します。知覚では多くの ROIでテストの成績はいい。WMの delay中では

ANGのみで再構成の成績がよかった。ANGで各顔が表象されていた。 

   

ことを示すが、ただ、著者らはMVPAの新

しい方法を強調している。それは左図に示

してある。大量の訓練用顔に主成分分析

PCA を適用し顔を構成する要素 Eigenface

を同定する。顔は Eigenface の重みづけら

れた和で表現される。この要素スコアと

fMRI による脳活性を関連づけた（Re- 

gression）。以上が図 Aだが、Bは新しいテ

スト顔に対する脳の活性と Eigenface の関

係、すなわち要素の重みづけを計算し、そ

れに基づいて顔を再構成 Reconstruction 

した。最後に C で、再構成した顔がオリジ

ナルの顔と別の顔のいずれに似ているかテ

ストした（2AFC test）。なお、詳細は Cowen 

et al. (2014)  Neuroimage, 94:12-22. や

Naselaris & Kay (2015) Trend. Cogn. Sci., 

19:551-554も参照されたい。 

 MVPA の方法について簡単に紹介した。

実験の方法、結果についてはさらに簡単に

紹介する。詳しくは本文を参照下さい。知

覚は new/repeatedの判断、WMはテスト 



Stolier, R.M. & Freeman, J.B. Neural pattern similarity reveals the inherent 

intersection of social categories. Nat. Neurosci., 19:795-797, 2016. 

 この論文は、顔に含まれる表面的には無関係な性（男女）、人種（白人、東洋人、黒人）、

情動（怒り、幸せ）の社会的カテゴリが stereotypeの biasにより（例えば、黒人－怒り）、

脳内（紡錘状回 FG、眼窩前頭部 OFC）の顔の表象に影響を持つことを示した。 

 fMRIによる脳活性の計測中には上記の条件の顔を受動的にみる（上段図 a）。スキャナー

の外では図 bにあるマウスによる分類を行う。stereotypeによる biasはマウスの軌跡にあ

らわれ、主観的な知覚に影響を与える。また、別の参加者で stereotypeの測定を行った。 

 中段の図aは主観的、stereotypeのdissimilarity matrix, DMで両matrixの相関は高く、

stereotypeが主観的な顔知覚に影響を与えていた。図 bは searchlight法による represen- 

tational similarity analysis, RSAの結果で、神経的なパタンの類似性が主観的な DM（こ

れは sterotype DMにより予測される）によって予測された領域を示している。右 FGと

OFC、初期視覚皮質 EVC がその領域だった。これらの領域では、顔の表象は stereotype

の biasを受けた主観的な顔の知覚に対応するものだ。これは stereotype のような認知的、 

  

したがって、top-down

の考えと整合的だ。た

だ、EVC も主観的な

DMと関係していたの

で bottom-up の要素

も考えられる。そこ

で、顔刺激の低レベル

の刺激特徴をマッチ

させて、視覚的な類似

性を visual DM で制

御し、同様の実験を行

った。その結果、前の

実験と同様に主観的

な DM は stereotype 

DMと相関した。fMRI

の結果を下段に示す

が、右 FG と OFC で

主観的な DM が脳活

性のパタンの類似性

を予測した。Bottom 

-up の刺激類似性の影

響は少ない。 



Pujara, M.S. et al. Ventromedial prefrontal cortex damage is associated with decreased 

ventral striatum volume and response to reward. J. Neurosci., 36:5047-5054, 2016. 

 腹内側前頭前野 vmPFC と腹側線条体 vSTRは報酬に関連する重要な領域で、動物の研

究では vmPFCは vSTRの活動を制御すると考えられた。この論文は vmPFC 損傷患者と

健常者 NCで、報酬（金銭）予期時の vSTRの活性を fMRIで計測し、動物研究と同じ結

果がヒトでもみられるか検討した。また、vSTRの側坐核NAccの容量も計測した。 

 課題は、決められた金額（±$0, ±$1, ±$5）を gain/lossすることを示す 6の手掛かり

刺激が 2s提示され、2sの fixation period（この 4sが予期時）の後に反応の合図がある。

参加者はできるだけ早く反応することが求められる。脳の活性は gain (±$1, $5)と neutral 

 

 

(±$0) の予期時

の比較を行った。 

 左の上図 a, b

が vSTR の活性

で、左右の vSTR

の個人別のデー

タが示してある。

黒が NC、赤が

vmPFC損傷患者

のデータである。

この図から分る

ように、vmPFC

患者では vSTR

の報酬予期の活

性が弱い。 

 左下図の a, b

が NACC の容量

をNCと vmPFC

患者で比較した

もので、左NAcc

は有意に vmPFC

で容量が減少し

ており、右NAcc

では同様の傾向

（p=0.09）がみら

れた。vmPFCと 

vSTRは密接に関係する。 



Balaguer, J. et al. Neural mechanisms of hierarchical planning in a virtual subway 

network. Neuron, 90:893-903, 2016. 

 仮想の地下鉄路線で出発駅から目標駅へ行くプランに前頭葉などがどう関係するか検討 

  

した。方法、結果を説明するには紙幅がな

いので本文を参照下さい。各駅を state, 路

線を context とし、policy を各駅の連鎖の

flat と路線を考慮した hierarychical に分

けた。また、駅を乗り換え可能の駅とそう

でない駅（Type）、方向が変わる駅とその

ままの駅（Resp.）に分けている。目標ま

での距離を駅数 Ds, 路線数 Dl, 乗り換え

可能な駅数 Dx, U-turn cost Duで表し、

fMRIによる脳活性との関係を検討した。 

 結果を左図に。

A は反応時間。

BはDsとDlの

比較で運動前野

PMC で Dl>Ds.

吻外側前頭前野

rlPFC では差な

し。C は４つの

距離の指標、す

なわちプランの

表象のコストと

PMC, 背内側前

頭前野 dmPFC

の活性の関係を

検討した。PMC 

はDs, Dl, Du, dmPFCはDl, 

Duと関係。PMC はプランの

複雑さに関係。D,Eは腹内側

vmPFC, 海馬が目標の近さ

に関係することを、F は

dmPFCでの行動と脳の相関

を示す。また dmPFC からは

現在の路線を decode可能。 



今月の認知神経科学の応用 

 

Okbay, A. et al. (2016) Nature, 533:539-542. 

 膨大な著者数の学業達成とゲノムの関係の研究。 

 

Abrams, D.A. et al. (2016) PNAS, 113:6295-6300. 

 児童に母親、他の女性の声を聞かせ、fMRIで脳活性を計測。母親の声は聴覚系、情動系、

報酬系などをより活性。上側頭溝とこれら領域との機能結合は communication能力に関係。 

 

Nozawa, T. et al. (2016) Neuroimage, 133:484-497. 

 NIRSによる 4名の参加者の前頭極皮質からの同時記録の試み。参加者はしりとりの一種

を行う。参加者間でこの領域の同期的な活動があったが、データの分析法が主なテーマ。 

 

Luby, J.L. et al. (2016) PNAS, 113:5742-5747. 

 Maternal supportの海馬の発達への影響をMRIで検討した。就学前が臨界期で、その時

期の supportはその後の海馬の発達にプラスに働いた。情動処理も関係していた。 

 

Amalric, M. & Dehaene, S. (2016) PNAS, 113:4909-4917. 

 数学の専門家と同学歴の非専門家で数学的、非数学的な文の意味判断をさせ fMRIで脳活

性を計測。数学者は数学的な文で言語関連領域以外が、非専門家は数関連の領域が活性。 

 

Kleber, B. et al. (2016) Neuroimage, 133:477-483. 

 オペラ歌手の歌唱関連ネットワークの灰白質の容量を検討した。右の一次体性感覚野の

喉頭部領域、縁上回、二次体性感覚野、一次聴覚野の容積が増大。訓練開始時期の議論。 

 

Sachs, M.E. et al. (2016) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 11:884-891. 

 音楽による快感の個人差は分っていない。拡散テンソル画像法で、音処理の上側頭回と

社会、情動関連の島皮質、内側前頭前野の白質結合が音楽による報酬の感度に関与した。 

 

Zhao, T.C. & Kuhl, P.K. (2016) PNAS, 113:5212-5217. 

 9ヶ月齢の幼児に 3拍子の音楽を取り入れた介入を実施し、脳磁図でmismatch反応

MMRを記録した。MMR が増大し、音楽や言語に重要な聴覚パタンの検出と予測が上昇。 

 

Taubert, M. et al. (2016) Neuroimage, 133:399-407. 

 ヒトで身体のバランスをとる訓練を行い、それが皮質の巨視的な脳の構造に素早い変化

をもたらすかを検討。一次運動野の関連領域の灰白質の厚さが 1時間後には変化した。 



 

Cavanagh, J.F. & Castellanos, J. (2016) Neuroimage, 133:1-13. 

 認知神経科学ではある課題で獲得された機能が他の課題に般化するかが問題になる。ビ

デオゲームと脳波の pattern clasificationでこの問題を検討した。 

 

Takeuchi, H. et al. (2016) Neuroimage, 133:378-389. 

 読みの習慣が脳の白質の integrityに与える影響を拡散テンソル画像法 DTIと異方性度

FAで、横断的、縦断的に検討した。読みの習慣は左の弓状束などの FAにプラスに働いた。 

 

Salminen, T. et al. (2016) Neuroimage, 133:244-250. 

 聴覚と視覚刺激の dual n-back trainingが白質の integrityに与える影響をDTI, FAで検

討した。主に左半球で様々な領域を結ぶ線維の integrityが増加していた。 

 

San Martin, R. et al. (2016) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 11:863-876. 

 ヒトの利他的な性格を予測する事象関連電位 ERPの成分（FRN, P2, P3, P3b）をギャン

ブル課題の gain, loss, self, charityで分析し、P3成分が利他性を予測した。 

 

Muscatell, K.A. et al. (2016) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 11:915-922. 

 社会的な地位（主観的）と社会的ストレス（自身に対する負の評価）に対する怒りの関

係を fMRIで検討した。地位が低いと怒りが強いが、背内側前頭前野が関係していた。 

 

Yamagishi, T. et al. (2016) PNAS, 113:5582-5587. 

 この論文は ultimatum gameと dictator gameを用いて、そこで働く prosocialityの特性

を背外側前頭前野 dlPFCの厚さとの関係で論じた。Intuitive prosociality viewを支持。 

 

Tian, X. et al. (2016) Neuroimage, 133:408-416. 

 不安には trait anxietyと state anxietyがある。この研究は fMRIの安静時の活動と不安

の関係を横断、縦断的に検討した。前頭葉の内側面が関係。縦断的手続きで両 anxiety分離。 

 

Peterburs, J. et al. (2016) Neuroimage, 133:430-437. 

 社会的不安の高低と課題の結果の feedbackが社会的（他者）かコンピュータによる違い

を検討。不安が高いと社会的な負の feedbackで前頭前野の内側面がより活性化した、など。 

 

Judah, M.R. et al. (2016) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 16:393-405. 

 社会的不安には self-focusと社会的な威嚇的刺激に対する偏った注意がある。事象関連電

位（注意関連の N2pc, 維持関連の対側遅延活動 CDA、など）でこの点を検討した。 



 

Van Hoorn, J. et al. (2016) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 11:923-933. 

 この論文は青春期の prosocial な peerの影響を public goods game donation と fMRIで

検討。peerの存在は prococialityを増加させ、それには側頭頭頂接合部などの活性が関係。 

 

Chester, D.S. et al. (2016) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 16:541-550. 

 身体的な痛みと同様に、社会的な痛みの後に、それを補償、修復する行動がみられるこ

と、fMRI計測では、それには背側前部帯状皮質、両側の島皮質が関係することを示した。 

 

Feng, P. et al. (2016) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 11:991-1001. 

 恐怖条件づけ後の fear reminderに対する扁桃核－腹内側前頭前野の安静時機能結合が

強いと恐怖の消去が大きいことを報告した。 

 

Minderer, M. & Harvey, C.D. (2016) Nature, 533:324. 

Donato, F. & Moser, E.I. (2016) Nature, 533:325. 

 神経科学者が動物実験で virtual realityを利用するが、その点を問題にしている。 

 

Kuzmanovic, B. et al. (2016) Neuroimage, 133:151-162. 

 信念の更新は好ましい情報で起こることが多く、好ましくない情報では少ない。この楽

天的なバイアスは自己関連で大きい。fMRI計測は膝下腹内側前頭前野の関係を示した。 

 

Hartwigsen, G. et al. (2016) Cereb.Cortex, 26:2590-2601. 

 後部下前頭回 pIFGと縁上回 SMGは音韻に、角回 ANGと前部下前頭回 aIFGは意味に

関係。頭頂に offline, 前頭に online 磁気刺激 TMS。意味処理の方で TMSの障害がでた。 

 

Rahnev, D. et al. (2016) PNAS, 113:6059-6064. 

 知覚的な意思決定に前頭葉がどう関係するかを TMSと fMRIで検討した。選択、基準設

定、評価の時間的構造が尾側部から吻側部への機能構造に対応していた。 

 

Impey, D. et al. (2016) Brain Cognit., 105:46-54. 

 脳波のmismatch反応MMNに対する側頭葉への経頭蓋直流刺激 tDCSの効果を検討し

た。陽極刺激でMMNの亢進、陰極刺激で低下がみられた。 

 

Kajimura, S. et al. (2016) Neuroimage, 133:21-30. 

 外側 lPFC, default mode network, DMNへの tDCSのmind wondering, MDとDMN内

の機能結合への効果を検討。後部帯状回と頭頂間溝、内側PFCの結合がMDに異なる影響。 



 

Panico, F. et al. (2016) Brain Cognit., 105:1-8. 

 Prism adaptationに対する小脳の役割を陰極 tDCSで検討した。Prism装着の前、中、

後に tDCSを与えたが、すべての時期で影響がみられた。 

 

Bouton, C.E. et al. (2016) Nature, 533:247-250. 

 四肢麻痺の患者の運動皮質にmicroelectrodeの allayを慢性的に植え込み、multiunit活
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