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Erez, J. et al. Conjunctive coding of complex object features. Cereb. Cortex, 26:2271- 

2282, 2016. 

 この論文はものの表象に関する binding問題の 2説、explicit conjunctive codingと

non-local binding mechanism、を検討したもの。この問題と viewpoint invarianceも扱っ

ているが、こちらは省略する。fMRIデータにMVPAを適用した。また、search light分析

と腹側視覚系の ROI（外側後頭コンプレックス LOC, 紡錘状回顔領域 FFA, 海馬傍回場所

領域 PPA, 周嗅皮質 PRC）の分析を行っているが、前者については省略する。課題は 1-back

課題で、下にある人工的なものが提示される。視点が 2つあり、別にもう 1 setある。上記

の問題に答えるために、A+BC, B+AC, C+ABに対する活性の同異をMVPAで検討した。

例えば、A+BCと A+BCの活性の相関係数と、A+BC と B+ACの相関係数を比較し、差を

効果量 effect sizeで表現した。これらが異なれば explicit conjunctive coding が支持され、

活性が同じならば non-local binding mechanismの主張が支持される、と考えた。 

  

 ROIの結果を左に示す。LOC と PRC

で効果量は有意で explicit conjunctive 

codingを支持する結果がえられ、とくに

PRCは他のROIとは有意な差があった。

なお、viewpoint に関しても類似した結

果で、PRC のみで viewpoint-invariant

な codingがみられた。 

 これらの結果は PRC が腹側視覚系の

最高位にあり、そこでは view-invariant 

conjunctive codingで表象されていると

考えられた。 
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Albert, S.T. & Shadmehr, R. The neural feedback response to error as a teaching signal 

for the motor learning system. J. Neurosci., 36:4832-4845, 2016. 

 この論文は、運動においてエラーに対する feedbackが運動学習の templateとして働く

とする仮説を検証した筋電図研究。課題は前方への reachingで、（反）時計回りの撹乱 P, 

perturbationが導入され、エラーが引き起こされた。手続きは下の図 Aにあるように、エ

ラーの学習への役割を検討するために、Pの前後に error-clump, ECを配置した。図 Bは

reachingの軌跡、図 Cは時計回り（CW）の Pのエラー（左）とそれによる学習（右）の 

 

kinematic. 上腕関係

の筋電図は胸筋、後部

三角筋、二頭筋、三頭

筋から記録した。図 D

の左はCWの撹乱の際

の三頭筋の筋電図。撹

乱前の EC1, 撹乱後の

EC2, 撹乱中の P1 の

筋反応。図 D右は緑が

P1-EC1 でエラーに対

する feedback反応。紫

が EC2-EC1 でエラー

からの学習を示す。 

 図 D の下の左図は

CW 撹乱の胸筋（上）

と後部三角筋のエラー

への feedback 反応と

エラーからの学習の筋

電図。二頭筋は胸筋に、

三頭筋は後部三角筋に

似た筋電図を示した。

興味深いことに、エラ

ーへの feedback と学

習の筋電図は類似して

おり、前者を 125 ms

前方にずらすと学習の

筋電図に重なる。右は

両筋電図の高い相関。

これらは仮説を支持。 
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Hindy, N.C. et al. Linking pattern completion in the hippocampus to predictive coding 

in visual cortex. Nat. Neurosci., 19:665-667, 2016. 

 この論文はタイトルの通り、海馬の pattern completionと視覚皮質の predictive coding

を、fMRIのMVPA (decoding) で関連付けた研究。手続きを上図に示す。図形と反応を使 

  

った課題は 3種類ある。図

a にある：full sequence,  

cue+action, outcome。図

b, c は decoding の手続き

で、b は full sequence で

classifier を訓練し、cue+ 

action で テ ス ト す る

sequence decoding、c は

outcomeで訓練し、同じく

cue+action でテストする

outcome decoding。ROI

は海馬が CA2-CA3-歯状

回 DG, CA1, 海馬台、視覚

皮質が V1, V2である。 

 結果を左に示す。Sequence 

decoding では海馬台をのぞく

海馬の ROI で decode できた

が、視覚皮質では decode でき

なかった。outcome decoding

では逆に、V1, V2で decodeで

きたが、海馬では decode でき

なかった。図示しないが、この

両 decoding の間には正の相関

があった。 

 こ の 結 果 は 、 sequence 

decoding では cue+action で

欠けている outcome を補う海

馬の pattern completion の機

能を、一方、outcome decoding

は視覚皮質が記憶に基づく期

待、すなわち predictive coding

を示したものと解釈された。 
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Pidgeon, L.M. & Morcom, A.M. Cortical pattern separation and item-specific memory 

encoding. Neuropsychol., 85:256-271, 2016. 

 この論文は海馬でみられた pattern separation, pattern completionの活動が皮質でもみ

られ、pattern separationが記銘に関係することを subsequent memory 分析で示した

fMRI研究。繰り返される刺激 R、それと似た刺激 S、新しい刺激Nで、S=Nでそれが R

と異なれば separation、R=SでそれがNと異なれば completionと考えた。 

 

 結果を上に示す。上段は separationを示した領域で、Aは右下側頭回、Bは右下頭頂小

葉。この他に、右帯状皮質、右下側頭回、左下前頭回、左紡錘状回など。下段は completion

の領域で、Aは左下前頭回、Bは左上前頭回だった。この他に左縁上回、右楔前部など。 

下図は pattern separationと記憶の成績（subsequent memory分析）が関連した領域で、

Aは左下前頭回で、他に右下前頭回など、Bは左後頭皮質で、他に右下前頭回。Gistとは

学習した itemの部分的な再認（partial recognition, PR）や lure (S) の誤った再認。 

 この他に R sensitive領域（R>N, N>R の領域）で知覚的な類似性と概念的な類似性の分

析を行っているが、省略する。この論文のコアの部分は Bakker et al. (2008) の海馬研究が

関係するので、そちらも参照されたい。  
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Koen, J.D. & Rugg, M.D. Memory reactivation predicts resistance to retroactive 

interference: Evidence from multivariate classification and pattern similarity 

analyses. J. Neurosci., 36:4389-4399, 2016. 

 この論文は fMRIへのMVPAにより、AB/AC paradigmで、AC中の ABの再活性と逆

行干渉の関係を検討。論文は手続きも含め難解で説明不足です。本文を参照して下さい。 

 

 

これらの結果は sourceの再活性がその後の学習からの干渉を和らげることを示すとした。  

左図に加えて

source, item

の想起のテス

トがあり、そ

の成績に基づ

いて AB, AC

中 の 活 性 に

MVPA が適用

され、４つの

source（Artist

他）と item 

（NEST 等）

の再活性と成

績の関係など

が検討された

(本文参照)。 

。  結果を左に示す。X 軸はすべて

ACの sourceの記憶（Hit, Miss）、

バーは AB の成績による分類で、

灰：Hit, 白：Missである。Aは AC

中の AB sourceの再活性で、ACの

成績に関係なく AB hit で高い。B

は同じ条件での item の再活性で、

AB hitで高いが、交互作用があり、

AC source missで AB hitで ABの

item の再活性が高い。C,D はそれ

ぞれ、AB, AC中の AB, AC source

の活性。Cでは AB hit>miss で、そ

れは AC miss で顕著。D は交互作

用が有意。AB missでAC hit>miss. 
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Geiger, M.J. et al. Inter-hemispheric connectivity in the fusiform gyrus supports 

memory consolidation for faces. Europ. J. Neurosci., 43:1137-1145, 2016. 

この論文は incidentalな顔の記銘後の fMRIによる安静時の機能結合の変化を、直後と

40分後に調べた研究。なお、記銘前の baselineの機能結合、40分後の surpriseの再認テ

ストがある。手続きは下の図を参照のこと。ROIは左紡錘状回顔領域 FFA、海馬である。  

 

 

ここでは左 FFAの結果について述べる。再認テストの結果に関係して、記銘後に左 FFA

との機能結合が増加したのは右紡錘状回FG, 左海馬HPC、左扁桃核AMG、右下前頭回 IFG

だった。下に結果を示す。下の棒グラフで、R1は baseline, R2は記銘直後、R3は記銘後

40分における機能結合である。 

この結果から、incidentalな記銘後に、記憶の過程が進行していることが分かる。著者ら

は左右の FGの機能結合を記憶の形成と固定の指標と考えている。以下、感想だが、機能結

合と decodingを組み合わせる実験は可能だろうか。decodingの成績は記銘後にどのような

時間的変化をしめすのだろうか。 
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Schon, K. et al. A working memory buffer in parahipocampal regions: Evidence from a 

load effect during the delay period. Cereb. Cortex, 26:1965-1974, 2016. 

 この論文は内側側頭葉の各領域がワーキング・メモリWMの記銘や維持にどのように関

わるかを検討したもの。課題は遅延見本合わせで、二つの負荷を設けたが、それは記銘す

べき見本刺激（風景写真）を 2か 4刺激（Load 2, Load 4）にすることで設定した。仮説

はWMバッファー領域の遅延期の活性は維持機能がLoad 4の時に高まるはずというもの。 

 

 

左の上図が課題である。 

 中図が CA1（上）と海

馬台 Sub（下）の結果で、

左が高解像度の fMRI に

よる領域の同定、右がそ

れぞれの領域における

脳の活性である。青が

Load 2, 赤が Load 4条

件で、記銘、維持、想起

時の活性が表示されて

いる。CA1と海馬台では

記銘で Load 4 の活性が

Load 2よりも強い。 

 下図は海馬傍皮質

PHC（上）、嗅内皮質 EC

と周嗅皮質 PrC（下）の

結果で、いずれも遅延期

（維持）には Load 4 の

活性が強い。 

 これらの結果は CA1

や海馬台が記銘、PHC, 

EC, PrC が WM buffer

として維持に関係する

ことを示している。 

 以下は感想だが、WM

の維持に関して、前頭前

野、内側側頭葉、感覚皮

質の役割分担、PPAとの

関係は検討する必要が

あるように思う。 
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今月の認知神経科学の応用 

 

Gabard-Durnam, L.J. et al. (2016) J. Neurosci., 36:4771-4784. 

 児童から青年期に経験した環境からの刺激による機能結合（扁桃核－内側前頭前野）が、

その後の数年の発達の間に、安静時の機能結合を作り上げていた。 

 

Navas-Sánchez, F.J. et al. (2016) Hum. Brain Mapp., 37:1893-1902. 

 数学の才能に恵まれた若者の脳皮質の厚さと表面積を研究。かれらは前頭頭頂実行系と

創造性関連のデフォルト・モード系で、皮質が薄く、表面積が大だった。 

 

Holmes, A.J. et al. (2016) J. Neurosci., 36:4038-4049. 

 1000名を越える参加者のMRI研究で、性格特性の sensation seeking, impulsivityそれ

と substance useは認知制御に関係する前部帯状回、中前頭回の皮質が薄かった。 

 

Eldar, E. et al. (2016) PNAS, 113:4812-4817. 

 痛みの回避の方略には、それを生み出す行動をしない、それを防ぐ行動をする 2通りが

ある。それぞれ aversive, appetive予測誤差が関係し、線条体の反応が異なる。 

 

Davis, F.C. et al. (2016) Soc. Cogn. Affect. Neurosci., 11:775-782. 

 曖昧な社会的手掛かり（驚きの表情）は予期せぬ contextで提示されると負に捉えられる

傾向があることを、fMRIによる扁桃核の活性の恐れの表情への反応との類似から確認。 

 

Holz, N.E. et al. (2016) Soc. Cogn. Affect. Neurosci., 11:813-820. 

 ストレスにたいする positive coping styleはストレス耐性を高めるが、MRI計測による

と膝下前部帯状皮質の容量が増大していた。これは女性でみられた。 

 

Miedl, S.F. et al. (2016) Neuroimage, 132:138-147. 

 正負の社会的評価に対する脳の活性を fMRIで検討。前頭前野の内側面、扁桃核は正負両

方で、前部、後部島皮質は負の評価のみで活性が高まった。性格により反応が異なった。 

 

Tusche, A. et al. (2016) J. Neurosci., 36:4719-4732. 

 利他的な意思決定には異なる行動的、神経的基盤があることを fMRIのdecodingで検討。

前部島皮質は共感、側頭頭頂接合部は perspective taking、後部上側頭溝が注意再方向づけ。 

 

Sato, W. et al. (2016) Neropsychol., 85:237-244. 

 知覚された社会的な支援と左扁桃核の外側基底、表層領域の容量が正の相関関係。 
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Rudolpf, K.D. et al. (2016) Soc. Cogn. Affect. Neurosci., 11:829-842. 

 仲間からいじめにあった青年女子の社会的排除に対する脳の活性を fMRIで計測。脳の社

会的痛みのネットワークの活性が内面化、回避傾向に関係。いじめの経験者で明確。 

 

Cassidy, B.S. & Krendl, A.C. (2016) Neuroimage, 132:238-246. 

 人種的なマイノリティに対する disparityには知覚・情動的と認知的の 2種類ある。fMRI

による研究で前者に implicit bias が関係するとした。 

 

Anders, S. et al. (2016) PNAS, E2248-E2257, April 4. 

 他者に魅力を感じるのは他者の情動を理解できると感じる時で、その神経対応として報

酬系の活性があった：他者の情動状態とその情動状態に関する自己の神経表象の一致。 

 

Leshikar, E.D. et al. (2016) Cogn. Affect. Behav. Neurosci., 16:302-314. 

 自己と他者の類似性が高いとその他者についての記憶がよい。その神経対応を検討する

と、背側前部帯状皮質は類似性に関係、類似すると扁桃核が、しないと海馬が記憶に関係。 

 

Filkowski, M.M. et al. (2016) Cogn. Affect. Behav. Neurosci., 16:325-338. 

 意識的に他者を信頼（あるいはその逆）する時に働く脳領域を求め、側頭頭頂接合部、

楔前部 PrC、下前頭回 IFGの関与を。PrCと IFGはこの制御の重要なネットワーク。 

 

Acterberg, M. et al. (2016) Soc. Cogn. Affect. Neurosci., 11:712-720. 

 自己の性格特性に対する仲間の負のフィードバックは怒りを引き起こすが、右の背外側

前頭前野 dlPFCの活性が強いと怒りを抑える傾向があった。 

 

Morawetz, C. et al. (2016) Cereb. Cortex, 26:1923-1937. 

 Reappraisalの神経機構を fMRIの機能結合を DCMによる方向性で検討。背外側前頭前

野から下前頭回への興奮性の、逆方向では抑制性の結合があった。 

 

Wu, M. et al. (2016) Hum. Brain Mapp., 37:1684-1695. 

 情動の制御の脳内機構の発達的変化を fMRIで検討し、扁桃核－前部帯状/内側前頭前野

の機能結合が正から負へ変化。これは bottom-upから top-down的制御の発達を反映。 

 

Chester, D.S. et al. (2016) Neuroimage, 132:43-50. 

 負の情動による自己統御の失敗negative urgencyはPFCの抑制系への過剰な要求による

と考え神経対応を検討。そのような傾向が強い者は抑制系の活性が高かった。 
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Tozzi, L. et al. (2016) Europ. J. Neurosci., 43:1089-1096. 

 Aerobic physical exercise が気分の改善に役立つが、その脳内対応を安静時の fMRIで検

討した。気分の変化や改善には海馬傍回と他の領域との機能結合が関係していた。 

 

Hirshorn, E.A. et al. (2016) J. Cogn. Neurosci., 28:882-894. 

 書字の様式により活性化する脳領域（紡錘状回）が異なる。顔を alphabetに見立て音素

alphabeticと音節 alphasyllabicに対応させ訓練。音素は左、音節は両側に活性がみられた。 

 

Habes, I. et al. (2016) Neuropsychol., 85:208-215. 

 fMRI neurofeedbackで海馬傍回場所領域 PPAの活性を紡錘状回顔領域 FFAよりも高め

ることができたが、その効果は視野闘争などの bistableな知覚には及ばなかった。 

 

Ramot, M. et al. (2016) PNAS, E2413-E2420, April 11. 

 参加者が気づいていない状態で FFA, PPAの活性の fMRI neurofeedbackを行った結果、

機能結合の増加することが分かった。 

 

Mishra, J. et al. (2016) Neuron, 90:214-218. 

 ビデオゲームは健常者や病気の人の認知機能を最適化する可能性を秘めている。それに

は脳の研究者とゲームを作る側の協力、研究者による検証が必要、云々。 

 

Caeyenberghs, K. et al. (2016) J. Neurosci., 36:4056-4066. 

 ワーキング・メモリWM訓練による脳の形態的変化（白質）と結合性の変化（connectome）

をグラフ理論で検討。前頭頭頂注意ネットワークのglobal integrationの増加等がみられた。 

 

Chua, E.F. & Ahmed, R. (2016) Neuropsychol., 85:74-79. 

 背外側前頭前野 dlPFCは記憶のモニターに関係する。Metamemory monitoring taskで

dlPFCに経頭蓋直流刺激 tDCSを与えると、記憶のモニターが正確になった。 

 

Lee, Y.-Y. et al. (2016) Europ. J. Neurosci., 43:954-960. 

 訓練を受けた contextで運動の成績が良いという context-dependent motor performance

現象に dlPFCが関係することを反復経頭蓋磁気刺激 rTMSで確認した。 

 

Marangolo, P. et al. (2016) J. Cogn. Neurosci., 28:724-738. 

 言語訓練中の構音障害者のBroca野に陽極 tDCS, 右の対応領域に陰極 tDCSを与えると、

訓練効果が高まるとともに、左半球の機能結合の増強がみられた。 
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Remue, J. et al. (2016) Neuropsychol., 85:184-198. 

 健康な人への rTMS, tDCSが気分moodに与える効果についての総説。単一のセッショ

ンの刺激では効果がない。 

 

Ipser, A. et al. (2016) Neuropsychol., 85:169-176. 

 顔と筆跡による個人の identityの学習を健常の人と自閉症スペクトラム障害ASDで検討

した。健常者では exemplar pooling processがあり学習したが、ASDでは障害があった。 

 

Casartelli, L. & Chiamulera, C. (2016) Cogn. Affect. Behav. Neurosci., 16:191-206. 

 ASDと薬物依存を運動の認知面motor cognitionからの検討を提案。 

 

Barak, B. & Feng, G. (2016) Nat. Neurosci., 19:647-655. 

 社会行動の異常を ASDとWilliams症候群WSの神経生物学から論じた総説。広範囲に

論じられており、参考になる。 

 

Wiegand, I. et al. (2016) Neuropsychol., 85:91-99. 

 成人の注意欠陥多動障害ADHDにみられる視覚的短期記憶貯蔵の低下の指標を事象関連

電位 ERPの対側遅延活動 CDA、P3b波に求め、健常者と異なる結果を得た。 

 

Binder, J.R. et al. (2016) Brain, 139:1517-1526. 

 脳卒中による表層失読には regularization errorが起こるが、意味障害は軽度の症例があ

る。関連する損傷は中側頭回の後方半分だった。側頭葉前部の変性のものとは異なる。 

 

Debska, A. et al. (2016) Neuroimage, 132:406-416. 

 家系的に読字障害 dyslexiaのリスクがある小学 1年生は 6ヶ月の読み書きの授業を受け

た段階で、printと rhyme taskに問題がみられた。fMRIで脳各所の活性低下があった。 
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