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Bracci, S. et al. Representational similarity of body parts in human occipitotemporal
cortex. J. Neurosci., 35:12977-12985, 2015.
外側、腹側の後頭側頭皮質（LOTC, VOTC）には身体部位を表象する領域がある。その
表象がいかなる原則に基づいているのかを、刺激の類似性から検討した。刺激は ROI を決
めるためのヒトの身体全体、椅子と身体部位（手、腕、足先 feet、脚 leg、胸、腰、顔上部、
顔下部）である。類似性は身体的な形の類似性、知覚的な形の類似性、身体的な近さ、皮
質ホムンクルでの近さ、意味的な類似性である（下図で色分けされている）
。これらの類似
性に関して、各身体部位を多次元尺度構成法で二次元空間に配置、デンドログラムで表示
して、各刺激に対する fMRI データと比較するモデルとした。なお、ROI では身体全体＞
椅子の活性で、後頭皮質では椅子＞身体全体の活性だった。

モデル（従属変数）と ROI の fMRI データ（独立変数）の（非）類似性マトリックスに
多重回帰分析を行った結果が上の図である。意味的な類似性のモデルが神経反応とよく合
致していた。そこには 3 つのクラスターがあり、1. Action effector （手、足先、腕、脚）、
2. Noneffector body parts（腕、腰）
、3. Face parts（顔の上、下半分）となっていた。図
には表示しなかったが、後頭皮質では身体的な形の類似性のモデルが神経反応をと合致し
た。
脳全体の分析で、頭頂皮質、前頭皮質でも神経活性の
類似性は意味的な類似性と関係していた（左図のピンク
の領域）。

Hertrich, I. et al. Context-dependent impact of presuppositions on early magnetic brain
responses during speech perception. Brain Lang., 149:1-12, 2015.
音声知覚で文脈からくる予想 presupposition, PSP に合わない単語を含む文がでてきた
時の反応を脳磁図 MEG で
記録した。左に使用した二
組の文脈文とテスト文、予
想に合う、合わないの効果
を、下に予想に合わなかっ
た文例を挙げておく。テス
ト文の受容可能性を評定さ
せると、予想通りの結果に
なった。
Set 1. Context: Tina was in the zoo and saw some polar bears.
Test: She observed that the polar bear was quite aggressive. Uniqueness PSP violated.
Set 2. C: Somebody has no house. T: Somebody painted the house. Existence PSP
violated. C: Somebody has a house. T: Somebody built a house. Novelty PSP violated.
MEG データの相互相
関を分析 したところ 、
non-match 条件で M50c
のピーク潜時が遅く、一
方、M200c の振幅が大で
の傾向があった。それを
左に示す。上記の傾向は
M50c に関しては、(A),
(B)の左半球、(D)にみら
れる。M200c の振幅につ
いては、(E), (F)にあるよ
うに non-match 条件で
大であった。M50c の潜
時が match 条件で短い
のは、top-down driven
mechanism を反映しているのだろう。一方、M200c の振幅が mismatch 条件で大きいのは、
早すぎる自動的な音韻/語彙処理を抑制することと関係すると思われる。この他に二相的な
α帯域抑制があったが、それぞれ初期の抑制は PSP triggar 語の処理に関係し、後期の抑制
は意味の再解釈に関係すると思われる。この論文は predictive coding への興味から読んだ。

Reeder, R.R. et al. Preparatory activity in posterior temporal cortex causally contributes
to object detection in scenes. J. Cognit.Neurosci., 27:2117-2125, 2015.
後部側頭皮質には対象物に特異的な領域があり、注意で予期的活性化することがニュー
ロン活動の記録や fMRI 研究で分っている。この予期的活性と注意の関係が因果的なものか
を磁気刺激 TMS で検討した。この研究の特徴は刺激に natural scene を使用していること
である。
実験 1 の課題は風景の中に人あるいは車をみつけること。
刺激提示を基準に 100 ms
ステップで-200 - +200 ms の時点で single-pulse TMS が後部側頭皮質 pTC に与えられた。
頭頂部刺激がコントロールである。結果を下に示すが、-200, -100 ms の pTC への TMS で
人、車の検出が低下し
ている。実験後に質問
紙検査を実施し、参加
者が高次の注意の
template（人、車の
一般的で視点無関係
の特徴よりなる）か、
低次の template（人、
車の特定の特徴、事例
よりなる）を利用して
いるかを調査した。そして、成績との相関
をとると、高次の template を利用してい
る参加者ほど成績が悪かった。実験 2 はそ
の点を検討した。実験 2 の手続きを下に載
せる。条件が 2 つあり、カテゴリ・レベル
では異なる人、車が、個別レベルでは同じ
人、車が提示された。TMS は pTC と初期
の視覚皮質 EVC である。結果を左に示す
が、高次のカテゴリ・レベルの条件では、
EVC 刺激に比べ、pTC 刺激では成績が低
下していた。一方、低次の個別レベルの条
件では TMS 刺激の脳領域間に差がない。
ということで、注意の事態で、pTC の
top-down の予期的な活性は注意に因果的
に貢献していることが分かった。

Handjaras, G. et al. A topographical organization for action representation in the
human brain. Hum. Brain Mapp., 36:3832-3844, 2015.
この論文は行為の高次で抽象的なレベルでの表象を検討したもの。参加者は 3 種類の行
為の動画を観る：道具を使う行為（ペーパーナイフを使う、など）、他動詞的行為 transitive
（本のページをめくる、など）
、自動詞的行為 intransitive（手を振る、など）。動画観察中
に fMRI で脳活性を計測するが、1 セットの 3 種類の行為に pattern classification (decoding)
を適用、訓練し、もう一つのセットで 3 種類の行為を分類させた。分類はチャンス・レベ
ル（1/3）を越えた。

上の図は分類が有効だった領域である。道具使用（赤）、他動詞（緑）、自動詞（青）的
行為が、重なりを含みながら、左右の前頭葉から後頭葉で分類可能だった。著者らはこの
ような高次レベルの行為のカテゴリの表象の分布を topographical organization, あるいは
action topography と呼んでいる。A, B, C に左の前頭皮質、後頭側頭皮質、頭頂皮質の拡
大図がある。C の頭頂皮質では道具使用と他動詞的行為が表象されている。A, B の前頭皮
質、後頭側頭皮質では道具使用行為、自動詞的行為とそれらの重なりの領域の近傍に道具
使用行為、他動詞的行為とそれらの重なりの領域がある。著者らはこの結果が行為を階層
的に考える多くの説に合致すると考えている。

Tomasi, D. et al. Dissecting neural responses to temporal prediction, attention, and
memory: Effects of reward learning and interoception on time perception. Cereb.
Cortex, 25:3856-3867, 2015.
この論文は短時間の時間経過の予測と脳の関係を fMRI で研究したものだが、その課題
（TOP: target onset prediction）に含まれる感覚運動（SM）、ワーキング・メモリ（WM）
、
空間的注意（SA）の要素を含む課題も行わせ、時間予測に重要な脳の活性を分離しようと
した。下に課題を示すが、詳細は本文を当たられたい（なお、図で TP=TOP）
。TOP では
response window が短く（0.3 s）
、target を待っていては間に合わないようになっている。
なお、著者らは cue から target までの期間を強化学習の TD learning module が働くと考
えている。

結果を上に示すが、報酬に関連する側坐核（NAc）
、内部感覚の受容に関係する島皮質
（Insura）
、視床（Thalamus）などで他の課題より強い活性が TOP 課題でみられた。報酬
outcome への反応を除くと、TOP 課題の活性は TD learning の活性と類似しており、また、
NAc の活性は時間予測が成功した時の方が失敗した時より強いので、正確な時間予測その
ものは報酬的であると考えている。

Garrido, M.I. et al. Ventromedial prefrontal cortex drives hippocampal theta oscillations
induced by mismatch computations. Neuroimage, 120:362-370, 2015.
この論文は入力が期待とは異なる場合に発生する新奇性の検出に関わる海馬 Hipp と腹
内側前頭前野 vmPFC の関係を脳磁図 MEG で検討した。その際、海馬機能とθ波の関係か
ら、新奇性検出機能に関係するのはθ波の帯域に限られるかも調べた。課題は A, B, C, D

vmPFC

Hipp

4 つの刺激が 2 回提示され、2 回目が ABCD
の predictable, ABDC の mismatch, 4 刺激
がランダムの unpredictable の条件がある。
新奇性検出は海馬脳波の周波数のθ波帯
域に限られていた。刺激 CD の提示期間の分
析結果を上に示す。mismatch 条件でθ帯域
の活動がみられたのは海馬 Hipp と腹内側前
頭前野 vmPFC である。そこで両者の関係が
問題になる。左図の４つのモデルを考え、
Bayesian Model Selection で最もデータに
合うのは vmPFC が Hipp に top-down 的に
影響をあたえ、θ波の発生と処理に関係する
というモデルだった。

Vaidya, A.R. & Fellows, L.K. Ventromedial prefrontal cortex is critical for guiding
attention to reward-predictive visual features in humans. J. Neurosci., 35:1281312823, 2015.
この論文は腹内側前頭前野 vmPFC が報酬を予告する視覚刺激に注意を向けることに重
要な役割を果たしていることを示したヒトの損傷研究。実験は腹内側前頭前野 VMF、背内
側前頭前野 DMF、外側前頭前野 LF を損傷した人と健常者である。課題を下に示す。参加
者は左右いずれかの窓ある中央の色のついた正立、あるいは倒立の T（標的）の向きを報告
する。標的の反対側の色のついた T は左/右横倒しになっており、妨害刺激。標的、妨害刺
激の色は橙、桃色で参加
者によって異なる。正反
応には大小の報酬があ
る。その確率は一方の色
が 2:8 ならば他方は 8:2
である。そして次の試行
となるが、色の位置が同
じ Same 条件と逆転する
Switch 条件がある。こ
れまでの研究で Switch
条件では反応時間が長
くなることが分ってい
る。

結果、損傷群は健常よりも成績が悪く、VMF 群は反応時間 RT が長かった。図 a は 4 つ
の参加者群の正規化された RT である。Switch 条件で RT が増加する傾向があり、報酬大
の時にその傾向が明瞭である。しかし、群間でその傾向が異なることが図 b で示されてい
る。縦軸は大小の報酬での Same と Switch 条件の差で、VMF 群のみで報酬大で SameSwitch の RT の差が減少しており、vmPFC に表題の機能を考えている。

Lewis-Peacock, J.A. et al. Neural evidence for the flexible control of mental
representations. Cerb. Cortex, 25:3303-3313, 2015.
この実験は Phase1-3 まであるが、最初の 2 つを簡単に説明する。Phase1 の課題はもの
の写真が提示され（target）、遅延後に verbal, semantic, visual など 6 つの probe のどれか
が質問の形で提示され、それに答える。遅
延中にどの側面が問題になるかは分らな
い。fMRI データの decoding の結果が左
図。グラフ上の丸は probe 間の有意差のレ
ベル。刺激提示後に decoding の精度が上
がるが、遅延で最も高いのは semantic な
表象で、意味的なコード化を反映。
Phase2 の課題は下の図。
Cue1 はその後
に出る probe1 と target の関係を verbal,

Target

Probe

semantic, visual のいずれの面から答える
かを指定。Cue2 は probe2 と target の関
係を答えるためのもの。Cue1, 2 が同じ、

異なる条件がある。前半の結果が
上で、verbal cue では semantic
も上がっているが、cue に対応し
た表象が decode されている。下の
図は試行全体で、左が同じ cue、
右が異なる cue の結果。これらの
decoding の結果で表象が柔軟に

○ target, △ cue, □ probe

変わっていることがわかる。

Desrocher, T.M. et al. The necessity of rostrolateral prefrontal cortex for higher-level
sequential behavior. Neuron. 87:1357-1368, 2015.
この論文は系列学習に吻外側前頭前皮質 RLPFC が重要なことを fMRI と磁気刺激 TMS
で示した。課題は下に示す 4 試行が単位となっている系列学習。参加者は提示される刺激
の色（C：赤/青）か形（S：円/四角）を答える。4 試行の前にいずれを答えるかが指示され
る。CCSS (simple)の系列と SCCS (complex) の系列がある。課題遂行時の脳の活性を fMRI
で計測した。
結果を下の左図に示すが、RLPFC は
Ramp の活性を示した。すなわち、4 単
位の最初の試行から徐々に活性が高ま
った。次の 4 単位では再び低い活性にな
り、徐々に活性が高まる。RLPFC は 4
試行の単位を一つの
まとまりとして捉え
ており、課題の高次
の枠組みに対応した
活性を示した。この
ような活性パタンは
4th tr

前背側運動前野 pre-PMd ではみられない。

RLPFC

2nd tr

pre-PMd

上の右図は TMS の実験結果で、4 課題のいずれかに TMS が与えられるようになってい
た（詳細は本文参照）。左 B（橙色）が RLPFC で最終 4 番
目の課題、右 C（水色）は pre-PMd への刺激で 2 番目の課
題の実行中に与えられた。いずれにおいても誤反応が増加
している。RLPFC と pre-PMd では 4 試行のどの試行で
TMS が与えられるかで誤反応の増加が異なっていた。左の
図に示すように、RLPFC（橙色）では最終試行で TMS が
与えられると誤反応が増加した。Pre-PMd（水色）では逆
の減少傾向を示した。これらの結果を uncertainty resolu
–tion から RLPFC の機能を考察している。
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