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Guntupalli, J.S. et al. Disentangling the representation of identity from head view along the 

human face processing pathway. Cereb. Cortex, 27:46-53, 2017. 

 顔の向きに関係のない個人性 identity と、個人に関係のない顔の向き head view が、顔

処理の神経経路でどのように表象されているかを 1-back identity matching task 中に fMRI

で脳活性を記録して検討した。fMRI データ MVPA の classification (decoding)と表象類似

性分析 RSA で分析した（searchlight と ROI）。両者は類似した結果を示したので、ここで

は classification の結果のみを紹介する。 

 上図の A は identity（上）と head view（下）の classification の結果（searchlight 法）。

Identity については右下前頭前皮質（rIFFA）で classify できた。一方、head view につい

ては後頭顔領域 OFA や紡錘状回顔領域 FFA の一部を含む初期視覚領野で classify でき

た。B は多次元尺度構成法による identity と head view の 2 次元平面への配置である。 

 

 

下図の A は localizer によって決定さ

れた ROI の OFA, FFA と右前部側頭

顔領域 ATFA における classification

の結果で、赤が head view、青が

identity である。OFA では head view, 

FFA では加えて identity, ATFA では

identity のみが有意に classify でき

た。後方から前方に向かうにつれ、

head view から identity に移行する。 



Bracci, S. et al. Task context overrules object- and category-related representational content 

in human parietal cortex. Cereb. Cortex, 27:310-321, 2017. 

 頭頂部、前頭前野、後頭側頭領域におけるもの（道具、上図 A）の表象を 2 つの課題の

状況下（カテゴリ/行為）で検討した。参加者はこれらのものをカテゴリ（機能的な意味）

と行為（手の運動と操作）における類似性判断をおこなった。本文にはその結果がデンド

ログラムで示されている（上図 C でカテゴリの結果のみを示す）。これらをカテゴリ・モ

デルと行為モデルにした。また、脳に関しては fMRI で localizer により ROI を決定した。

そして、カテゴリ、行為に関する 1-back 類似性判断時の ROI の fMRI データとカテゴ

リ、行為モデルに表象類似性分析 RSA を適用し相関を計測した。 

 

 
（水色）と行為課題（下）では行為モデル（青）との相関が高い。後頭側頭皮質 OTC

（外側 L のものと行為関連領域、腹側 V）ではいずれの相関も有意だった。頭頂皮質は課

題に対応した表象が優位になり、multiple-demand で task-relevant な表象があった。その

他 physical shape, perceived shape の分析は本文を参照ください。 

結果が下図で、頭頂（頭頂間溝 IPS, 上、下頭頂小葉

SPL, IPL）前頭皮質（背側前頭前野 DPFC, 下前頭回

IFG）ではカテゴリ課題（上）ではカテゴリ・モデル



Kaminski, J. et al. Persistently active neurons in human medial frontal and medial temporal 

lobe support working memory. Nat. Neurosci., 20:590-601, 2017. 

 この論文は、ヒトの内側前頭皮質 MFC（背側前部帯状皮質 dACC, 前補足運動野 pre-

SMA）と内側側頭葉 MTL（海馬 Hipp, 扁桃核 Amg）のワーキング・メモリ WM 課題中

のニューロン活動の性質を明らかにした。課題は Sternberg 課題で 1-3（load）の写真を記

憶し、2.5-2.8 s の維持（delay）後に提示される probe 写真が delay 前に提示されたかを判

断する（retrieval）。写真はニューロンが反応するものを選んだ。ニューロンは特定の写真

に応答する concept cell と maintenance cell, probe cell に分けて検討した。 

 

するものがあった。上の図は maintenance cell ですべての領域でみられたが、主に MFC

（dACC, pre-SMA）で記録された。図にあるように、維持期の活動は load の影響を受け

るものがあった。それは pre-SMA で顕著だった。Probe への反応時間 RT で活性が異なる

cell も pre-SMA, Amg にみられた。下の図は probe cell で visually selective でなく、同じ刺

激が encode 時に出ても反応しない。やはりすべての領域で見られたが、pre-SMA で顕著

だった。 

 

 これらの cell の維持期の活動で decoding を行った。MTL では写真の decode が可能だ

った。それは concept cell 限らなかった。一方、load の decoding は MFC で可能だった。

また、RT に関しては pre-SMA と Amg で decode できた。  

 左の図は concept cell の例で、こ

の例では image 5 に応答している。

Concept cell は MTL (Hipp, Amg)に

多く、その刺激が外部になく、維持

期など記憶内にある時に活動する。

これらの cell は load や成績に関係 



Chen, H.-U. et al. Are there multiple kinds of episodic memory? An fMRI investigation 

comparing autobiographical and recognition memory tasks. J. Neurosci., 37:2764-2775, 

2017. 

 この論文は実験室の写真の記憶と同じ刺激を用いた自伝的記憶に対する脳の活性の同異

を大規模ネットワークの考えを取り入れて検討した。学習期に写真が提示され、それを記

 

 

  

銘する。テスト期に

は通常の再認 Picture 

Memory Test と自伝

的記憶の Life Mem. 

Test がある。二つの

Test の手続きをでき

るだけ合わせようと

している（上図。本文

参照ください）。 

 中図は Test で提示された刺激が学習期

にあった時の脳活性の比較。Life Mem.では

海馬、SFG, mPFC, RSC など、Pic. Mem.で

は MFG, Ins, IPC, 楔前部、帯状皮質中央部

などが活性。下図は大規模 network との関

連で、A, G が DMN で Life Mem.の活性が

強い。B, H は PMN（頭頂記憶 network）

で Pic. Mem.が、C, I は FPN（前頭頭頂

network）の一部で、やはり Pic. Mem.の活

性の方が強い。両記憶は想起時に別の系が

働く。部位の略称は 2 頁先を参照ください。 

 



Howard, J.D. & Kahnt, T. Identity-specific reward representations in orbitofrontal cortex are 

modulated by selective devaluation. J. Neurosci., 37:2627-2638, 2017. 

 この論文は特定の食物を摂取させその価値を低下 devaluation させた時の、その食物の

表象の変化を後部眼窩前頭部皮質 pOFC で検討した（fMRI）。方法の一部は上図左にあ

る。食物は甘味 sweet と食欲をそそる savory である。そして、いずれか一方が devaluate

（pre-, post-satiety）された。実験ではそのにおいを使ったが、強弱 2 段階あり、いずれ

も強いにおいが好まれる。実験では同じカテゴリの食物の強弱、弱々の組のにおいを選択

させたが、実際はにおいと条件づけられた図形間で選択させた。以下のグラフで赤が de-

valuate された、緑がされない食物で、濃淡はにおいの強度である。詳細は本文を参照。 

 選択の結果が上図右にある。Pre-satiety ではいずれのカテゴリの食物も強い刺激が好ま

れた。Post-satiety では devaluate された食物の選択は低下したが、されない食物の選択は 

  

変化なかった。中図は mpOFC, lpOFC の表象を 

decoding で検討した

結果。Classifier の訓

練、テストは図の通

り。図 B, C にあるよ

うに、post（斜線）で

は両領域で decode で

きなくなった。図 D

の組み合わせで訓練、

テストすると lpOFC

で上図右の行動と対

応する結果になった。 

下図は value に関係する腹内

側前頭前野 vmPFC と lpOFC

の機能結合を検討した結果。

左図：devaluate された食物で

は post-satiety で結合低下、さ

れない食物では増加。右図：選

択と結合の間には正の相関。 



今月の認知神経科学の応用 

 

  ここのところ、脳画像の基礎的研究は落穂拾いをやっているような印象である。一方、応

用的な研究は盛んで、研究のすそ野が広がっているといえなくもない。ただ、数百人単位の

参加者の実験が多いことに驚かされる。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, 紡錘状回顔領域 FFA, 

下前頭回 IFG, 島皮質 Ins,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, 運動前

野 PMC, 海馬傍回場所領域 PPA, 後部頭頂皮質 PPC, 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, 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, ドーパミン DA, 強迫性障害 OCD, 心的外傷後ストレス障害 PTSD, 反応

時間 RT, 心の理論 ToM, ワーキング・メモリ WM 

 拡散テンソル画像法 DTI, 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, 脳磁図 MEG, 運動誘発電位 MEP, （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 

 

 

認知機能一般 

Zhu, W. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:2094-2111. 

 創造性と DMN, 前頭頭頂ネットワーク FPN の関係を視覚的、言語的な創造性に分けて

検討した。DMN と FPN が協力すること、また、視覚と言語で共通、独自の系があった。 

 

Ruddy, K.L. et al. (2017) J. Neurosci., 37:2555-1564. 

 一方の手による訓練が他方の手に転移する脳内機構を安静時の fMRI による機能結合と

拡散強調画像による繊維結合から検討。両半球間のSMA の機能、構造の結合が転移に重要。 

 

Iordan, A.D. & Dolcos, F. (2017) Cereb. Cortex, 27:731-749. 

 WM 課題の delay 中に導入された正負の valence の妨害刺激の fMRI 研究。正の妨害の方



が効果が弱い、DMN の mPFC で valence 関連の前後軸での分離がある、などの結果。 

 

Haggard, P. (2017) Nat. Rev. Neurosci., 18:197-208. 

 行為主体 agency の感覚と脳の関係の総説。 

 

 

訓練と自己統制 

Cortese, A. et al. (2017) Neuroimage, 149:323-337. 

 fMRI の MVPA decoding と neurofeedback が結合した DecNef の有効性を、視覚弁別の

確信度を個人内で up-, down-regulation させるなどの操作を行い検討、確認した。 

 

Koush, Y. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:1193-1202. 

 fMRI の機能結合に基づく neurofeedback で、情動制御に関係する dmPFC から情動処理

の扁桃核への top-down 結合を強めることができ、有効性が確認された。 

 

Schabus, M. et al. (2017) Brain, 140:1041-1052. 

 不眠症の治療に neurofeedback 訓練が有効であるかを placebo を交えて検討した。Placebo

以上の効果は見られなかった。 

 

Vasilyev, A. et al. (2017) Neuropsychol., 97:56-65. 

 Motor imagery 訓練の有効性は BCI 下で行うと高まるといわれているが、適切に評価さ

れていない。EEG で検討したところそれは参加者の mu-rhythm の振幅に依存し、疑問。 

 

Pereira, J. et al. (2017) Neuroimage, 149:129-140. 

 運動関連皮質電位が、運動の意図に関係するか、目標の有無で異なるかを検討。運動皮質

と PPC の活動が両者を分けるのに重要。BCI への適用を考える。 

 

Scheibner, H.J. et al. (2017) Neuroimage, 148:381-389. 

 Focused attention meditation（mindful attention）と DMN の関係を検討。Mind-wandering

と比べて、注意の方向（内部/外部）に関係なく、DMN の活性は低下した。 

 

Doré, B.P. et al. (2017) J. Neurosci., 37:2580-2588. 

 不快な刺激を観たときに扁桃核と情動制御関連の PFC の活性が高い人は情動を制御をす

る。また、脳の活性パターンでその人が制御行動をとるか予測できる。 

 

Morawetz, C. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:569-585. 



 IFG-扁桃核が情動の reappraisal に関係するが、これらと他の領域との機能結合を調べた。

Down-regulation に関して、reappraisal は IFG と dl-, dm-, vmPFC との有効な結合が関係。 

 

Ma, S.T. et al. (2017) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 17:437-451. 

 情動の implicit な制御である shifting attention と explicit な appraisal が関連する脳部位

の同異について検討した。重なる領域と独自の領域があった。 

 

Schienle, A. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:445-451. 

 嫌悪を explicit (reappraisal)、implicit (placebo) に制御する脳内機構を fMRI で検討。Ins

と dlPFC の活性、扁桃核とこれらの領域の機能結合は正反対だが、嫌悪には同じ結果。 

 

Slater, J. et al. (2017) Europ. J. Neurosci., 1-12. 

 音楽家（打楽器奏者、声楽家）の訓練の音声知覚、認知制御への効果を検討した。打楽器

奏者は声の早い変化に、声楽家は harmonics に鋭敏。抑制的な認知制御に関係していた。 

 

Tempest, G.D. et al. (2017) Brain Cognit., 113:133-141. 

 1 時間の強い/弱い cycling が認知制御に与える影響を flanker と 2-back、NIRS で検討。

強い運動は flanker の RT を短縮、2-back は成績低下、PFC の酸素化は増加の結果。 

 

Lindeløv, J.K. et al. (2017) Brain, 140:1100-1106. 

 脳損傷後の WM 機能の低下に対して、催眠性の暗示が有効であり、効果が持続した。 

 

 

意思決定 

Alguacil, S. et al. (2017) Cognit. Affect. Behav, Neurosci., 17:315-329. 

 経済的な意思決定で partner の identity と表情が結果を予測する条件で行動と ERP への

影響を検討。Identity の方が行動（決定）は速いが、ERP は表情の方が早い反応を示した。 

 

Li, R. et al. (2017) J. Neurosci., 37:3588-3598. 

 それぞれ risk-averse, risk-seeking decision に導く gain/loss framing 効果の脳画像研究は

情動（扁桃核）と認知制御の役割を重視したが、認知努力の多少で解釈できる結果を得た。 

 

Kohno, M. et al. (2017) Neuroimage, 149:15-22. 

 リスクを伴う意思決定に dlPFC, aIns, STR が関係することは fMRI の研究で分かった。

この論文は DTI で意思決定と白質繊維の異方性比率 FA が関係することを示した。 

 



Bendahan, S. et al. (2017) Europ. J. Neurosci.,45:877-885. 

 ストレス後の 1 時間以内のリスク回避の傾向を検討した。経済的なリスク回避は直後か

ら次第に増大した。第三者への反社会的なリスク回避についてはこのような傾向はない。 

 

 

社会認知神経科学 

Atzil, S. et al. (2017) PNAS, 114:2361-2366. 

 fMRI と PET の計測で、ヒトの母子関係と DA, NAcc, 扁桃核、mPFC の関わりを検討し

た。母子関係の同期、増大と上記神経系間の結合の増大が DA と関係していた。 

 

Tomova, L. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:401-408 

 Acute なストレスが向社会的な行動を増加させるのは共感の増加によることを fMRI で検

討。共感関連の aIns, a midcingulate などの活性などが予測を支持。ただし、状況による。 

 

Cassidy, B.S. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:685-694. 

 黒人の顔の典型性はいろいろであり、非典型では人種のカテゴリ化で葛藤が起こる。それ

には ACC が関係しており、偏見はそれを強める。 

 

Hughes, B.L. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:372-381. 

 同じグループ内のメンバーを信頼することは脳内の報酬系を、他のグループのメンバー

を信頼することは認知制御系を活性化させた。時間的な圧力の分析などもある。 

 

Perry, A. et al. (2017) Brain, 140:1086-1099. 

 他者の感情の理解に MNS が関係することを IFG を含む lPFC の損傷患者で確認した。 

 

 

発達・加齢 

Batalle, D. et al. (2017) Neuroimage, 149:379-392. 

 妊娠 25－45 週齢の幼児の白質繊維の結合を sMRI, DTI で検討した。コアの結合は誕生

時の週齢に関係ないが、視床、小脳などの局所結合、短距離の皮質－皮質結合は週齢に関係。 

 

Wu, D. et al. (2017) Neuroimage, 149:33-43. 

 脳の発達に影響を持つ早産の週齢を DTI などの FA、平均拡散性等により検討した。クリ

ティカルな週齢は領域、モダリティ特異的で、一般に中枢→末梢、下→上の順序だった。 

 

Scheinost, D. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:534-543. 



 早産だった 20 歳の参加者の脳を sMRI で検討。両側の側頭、下前頭皮質等で容量減少、

右 BA47, Broca, Wernicke 野の covariance の減少、network の複雑さの頑健さの減少あり。 

 

Emberson, L.L. et al. (2017) J. Neurosci., 37:3698-3703. 

 6 か月児の LOC は成人と同じ位置にあり、同じように形に反応することを fNIRS で明ら

かにした。 

 

Golarai, G. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:1229-1244. 

 7-11 歳の児童と成人で腹側側頭皮質の顔領域の経験による発達を fMRI で検討した。顔

特異的な活性は 7 歳で見られるが、その範囲や特異性の程度は成人まで発達が続いた。 

 

Doi, H. et al. (2017) Neuropsychol., 97:9-17. 

 成人で幼児形の容貌をしている男性に対する脳の活性を fMRI で計測。Ins, ACC, 右 IFG

など容貌の魅力や幼児の情報処理関連領域、mPFC など情動関連野の活性などが見られた。 

 

Kaufmann, T. et al. (2107) Nat. Neurosci., 20:513-515. 

 機能的 connectome は青年期に安定した、個人的な network に発達するが、その発達の遅

れはメンタルヘルスの低下に結びつく。 

 

Sotiras, A. et al. (2017) PNAS, 114:3527-3532. 

 青年期には皮質の remodeling が起こるが、多数の参加者の脳に多変量の分析法を適用し

た結果、機能的な network に関連する構造的な network の coordinate な発達がみられた。 

 

Liem, F. et al. (2017) Neuroimage, 148:179-188. 

 19-82 歳の多数の参加者で皮質の構造と全脳的な機能結合に基づく脳年齢の推定は安定

した結果を示し、脳年齢と実年齢の差は認知的な障害を検出できた。 

 

Madden, D.J. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:2821-2849. 

 19-78 歳の参加者で conjunction 視覚探査を行わせたが、刺激に size singleton が含まれ

ていた。35 歳を境に singleton が target になった時の左前頭眼野の反応が顕著になった。 

 

Hsieh, S. & Lin, Y.-C. (2017) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 17:348-363. 

 若い成人と 60 歳以上の高齢者の抑制機能を stop-signal 課題と脳波で検討。高齢者では抑

制が低下（RT 増加と P3 振幅低下）。それは speed-accuracy tradeoff で、などの結果。 

 

Casamento-Moran, A. et al. (2017) J. Neurophysiol., 117:1483-1488. 



 足首の背屈運動をしている時の agonist, antagonist 筋の活動を高齢者と若者で比較した。

高齢者では両筋の重なりが少なく、ピークの時間差が大きかった。運動プランに年齢差。 

 

King, B.R. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:1588-1601. 

 55 歳以上の高齢者で、運動系列学習の記憶が午睡によって促進され、被殻、海馬の活性

が伴った。また、それには学習時の被殻、小脳、PCx の活性が関係していた。 

 

Gui, W.-J. et al. (2017) Neuropsychol., 97:46-55. 

 睡眠による記憶の固定についての若い成人と高齢者の比較の meta-analysis. 

 

 

情動、不安、性格、個人差 

Domínguez-Borràs, J. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:68-82. 

 恐ろしい顔刺激と共起した聴覚、体性感覚刺激はそれぞれの一次感覚野の活性を上げ、視

覚刺激では左視覚野が活性低下。前者には ACC, Ins, OFC が、後者は vlPFC が関係する。 

 

Gottlich, M. et al. (2017) Neuroimage, 148:8-19. 

 社会的、情動的な刺激を観たときの脳の活動を大規模 network から検討。74 の node の

多くは拡張 DMN に、一部は認知制御 network などに。両 network は PCC, vlPFC で結合。 

 

Groch, S. et al. (2017) J. Neurosci., 37:2425-2434. 

 社会不安障害 SAD の児童、青年の睡眠中に targeted reactivation を行ったところ、不快

刺激の rating は、翌朝は control と差がないが 1 週間後には SAD で pleasantness が減少。 

 

Simon, D. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:409-416. 

 SAD では怒りの表情は扁桃核を強めるが、声に関してはそのような結果はなかった。怒

りの声の強さを操作して実験したところ、扁桃核は強い怒りの声でも control より反応大。 

 

Riccelli, R. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:671-684. 

 性格の 5 因子モデル（神経症傾向、外向性、開放性、調和性、誠実性）と脳の形態的な関

係を MRI の surface-based morphometry, SBM の測度の変動性から検討した研究。 

 

Stolycin, A. et al. (2017) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 17:269-289. 

 抑うつでは通常、情動的な Stroop 課題でいろいろな影響が出るが、それを扁桃核の過剰

な活動と扁桃核の DA 神経伝達への抑制的な影響の増加で説明する理論の提案。 

 



Koban, L. et al. (2017) J. Neurosci., 37:3621-3631. 

 身体的苦痛と社会的な苦痛（失恋）に対して placebo 治療を行い、その脳内機構を fMRI

で検討した。治療は両苦痛を軽減したが、それに dlPFC, PAG の活性、両者の結合が関係。 

 

Eckstein, M. et al. (2017) Neuroimage, 149:458-467. 

 Oxytocin, OT は社会－情動過程を修飾し、それには扁桃核の機能結合の変化が関係する

が、扁桃核は均質でない。Subregions と mPFC や小脳との結合への OT の効果を検討。 

 

Block, S.R. et al. (2017) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 17:422-436. 

 PTSD で注意と安静時の機能結合の関係を検討。PTSD では空間的注意の解放に問題が

あり、それは salience network と DMN, 背側、腹側の注意 network との結合増大と関係。 

 

Brinkmann, L. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:2190-2205. 

 女性の PTSD で有害な刺激の予期に扁桃核などは初期の phasic な反応を、分界条床核は

持続的な活性を示した。それぞれ phasic な恐れと持続的な不安に関係する。 

 

Neumeister, P. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:555-568. 

 暴力による女性の PTSD で、trauma 関連の写真による脳の活性と機能結合を fMRI で検

討。扁桃核基底外側核、ACC, Ins 等の活性が上がり、扁桃核－ACC/mPFC の結合が増大。 

 

Apergis-Schoute, A.M. et al. (2017) PNAS, 114:3216-3221. 

 vmPFC は環境事象が安全性を示す信号を発するが、OCD ではその信号が明確でなく、

柔軟な脅威の update を阻害。それには vmPFC と salience network の結合増大も関係。 

 

Hogeveen, J. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:1401-1408. 

 vmPFC の損傷の結果として感情鈍麻 apathy になりやすいが、それは valuation の障害の

結果であることを明らかにした。 

 

 

経頭蓋磁気刺激 TMS, 経頭蓋直流刺激 tDCS, 経頭蓋直流刺激 tACS, その他の刺激 

Agosta, S. et al. (2017) J. Cognit. Neurosci., 29:805-815. 

 複数の事象の左右の視野での同時的な生起の判断に右 TPJ を含む頭頂皮質が関係するが、

右 TPJ への反復 TMS は左右いずれの視野においても同時性の判断に障害を与えた。 

 

Carrasco-López, C. et al. (2017) J. Neurosci., 37:3840-3847. 

 体性感覚の頭頂皮質への transcranial static magnetic field stimulation, tSMS はα帯域の



パワーを上げ、視床皮質からの入力に影響することなく、体性感覚検出の感度を上げた。 

 

Chouinard, P.A. et al. (2017) J. Cognit. Neurosci., 29:881-895. 

 両側の LOC, cIPS へ TMS を与え、対象の形と方向の知覚への影響を調べた。LOC への

TMS は形の知覚に影響を与えたが、cIPS への TMS はいずれの知覚にも影響がなかった。 

 

Duque, J. et al. (2017) Trend. Neurosci., 40:219-236. 

 Motor inhibition の TMS 研究の総説。 

 

Ji, G.-J., et al. (2017) Neuroimage, 149:285-294. 

 左 SMA への 2 種類のプロトコルによる抑制的な反復 TMS の aftereffect を機能結合、局

所活性、network 特性から比較。後二者に差はなく、機能結合がプロトコルで異なった。 

 

Amburus, G.G. et al. (2017) Neuroimage, 148:212-218. 

 後頭顔領域 OFA への TMS は顔の identity の記銘や記憶に妨害的な影響を与え、OFC が

低次の特徴だけでなく、高次の identity にも関与することを示した。 

 

Kraeutner, S.N. et al. (2017) Neuropsychol., 97:1-8. 

 運動のイメージ生成による学習が効果器に特異的かを、効果器に特異的な M1 に抑制的

な反復 TMS を与えて検討した。TMS は効果がなく、効果器に依存しないことが分かった。 

 

Kaulmann, D. et al. (2017) Europ. J. Neurosci., 45:671-678. 

 姿勢の制御に外部のものへの軽い接触が有効だが、それに右 PPC が関係することを theta 

burst TMS で確認した。 

 

Gamond, L. et al. (2017) Europ. J. Neurosci., 45:932-939. 

 仲間内を高く評価する in-group bias に dmPFC と右小脳が関係することを TMS で検討

し、両 TMS で bias が消失することを示した。 

 

Kuhnke, P. et al. (2017) Neuroimage, 148:254-263. 

 ドイツ語の文の理解で主語でなく目的語が先に来る reordering が必要な場合、左 pIFG が

関係することを反復 TMS で検討し、確認した。 

 

Tussis, L. et al. (2017) Brain Lang., 168:106-116. 

 バイリンガルの左半球に反復 navigated TMS を与え、L1 と L2 の関連領域の分布を検討

した。共通の領域もあるが、後方では独自の領域があった。L1 の領域は安定していた。 



 

Möbius, M. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:526-533. 

 反復 TMS を左 dlPFC に与えると、抑うつが緩和されるとの報告があるが、この実験で

は逆に抑うつ傾向が強まった。 

 

Luber, B.M. et al. (2017) Neuroimage, 148:1-7. 

 大うつ病性障害 MDD に対する反復 TMS による image-guided の介入についての総説。 

 

Brunyé, T.T. et al. (2017) Brain Cognit., 113:32-39. 

 右 FFA に強度を変えた anodal tDCS を与え、負荷を変えた顔と家の WM への影響を見

た。1.5 mA の tDCS で高負荷下の顔で WM にプラスの効果が見られた。 

 

Hordacre, B. et al. (2017) Europ. J. Neurosci., 45:837-845. 

 EEG により計測された機能結合と左 M1 への anodal tDCS の MEP への効果の関係を検

討。左 M1 と左 PCx の高β周波数帯域の結合が tDCS の効果を安定して予測した。 

 

Riva, P. et al. (2017) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 17:452-459. 

 暴力的なビデオゲームを行った後に攻撃的になる傾向があるが、右 dlPFC への anodal 

tDCS は unprovoked な怒りを抑える効果があった（provoked な攻撃には効果なし）。 

 

Soutschek, A. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:635-642. 

 遠い大きな報酬のために近い少ない報酬を選択肢から取り除く precommitment に前頭極

皮質への anodal tDCS が有効だった。 

 

Chrysikou, E.G. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:468-475. 

 接近－回避の葛藤事態で、右 dlPFC への anodal tDCS は不安傾向の高い参加者で接近行

動を減少させた。臨床的な治療、介入への適用を視野に。 

 

Bogdanov, M. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:1094-1102. 

 もはや有効でない選択を以前にかかったコストにより変更できない sunk-cost 効果に右

dlPFC が関係することを anodal tDCS で確認した。 

 

Novembre, G. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:662-670. 

 ペアの参加者で両者の左運動皮質にβ帯域の tACS を与えたが、位相を合わせると右手の

tapping の同期性が増加した。Tapping の周波数の 2 Hz やα帯域ではそうならなかった。 

 



 

自閉症スぺクトラム ASD 

Krishnan, V. et al. (2017) Nat., 543:507-512. 

Yuen, R.K.C. et al. (2017) Nat. Neurosci., 20:602-611. 

  ASD の遺伝子研究。 

 

Watanabe, T. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:496-506. 

 Oxytocin は ASD に有効と言われているが、oxytocin 受容体の多型との関連は明確でな

い。高機能 ASD で 6 つの多型が oxytocin の 6 つの有効性と関係していた。 

 

Andrews, D.S. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:877-887. 

 ASD では白質と灰白質の境界が健常者より明確でないことを sMRI の tissue signal 

intensity で明らかにした。 

 

Padilla, N. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:1245-1252. 

 極度の早産児でその後 ASD と診断された幼児の新生児期の脳の sMRI や morphometry

は ASD のコアの症状に関係する脳領域の容量の低下を示した。 

 

Mitra, A. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:1083-1093. 

 通常の方法では安静時の機能結合に ASD と control に差がない場合でも、同期性の基準

をゆるめ lag を導入することにより、前頭極領域などに差が見られ、それは症状と関連した。 

 

Chen, W. et al. (2017) Neuroimage, 148:169-178. 

 Knowledge based funct. connect. Enrichment Analysis で ASD の機能結合を検討。OFC, 

ACC, MTG など自己、顔、ToM 関係の network の機能結合が減少していた。 

 

Butler, J.S. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:185-200. 

 ASD では環境事象の表象が不安定だという the neural unreliability thesis を EEG, ERP で

検討したが、反応は安定しており、この thesis を支持しなかった。 

 

Ewbank, M.P. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:92-103. 

 ASD では顔刺激に対する FFA の repetition suppression, RS が低下するとともに、顔刺激

の記憶も低下した。記憶の成績は頭頂、前頭の RS の程度と正の相関があった。 

 

Jack, A. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:1914-1932. 

 バイオロジカル・モーションの知覚に健常者と ASD の後部小脳がどのようにかかわるか



を後部 STS との機能結合、年齢の要因を絡めて検討した。 

 

Cooper, R.A. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:888-902. 

ASD の記憶表象の正確さは問題ないが、想起の成績が悪い。それには lPFC の活性の低

下、海馬と前頭頭頂制御系との間の機能結合の減少が関係していた。 

 

Cherkaoui, M. & Gilbert, S.J. (2017) Neuropsychol., 97:140-151. 

 Delayed intention を覚える必要がある課題の成績は ASD で control より劣っていたが、

それを改善するメモの利用も control よりも少なかった。 

 

 

言語、読字、その障害（失語 aphasia, 読字障がい dyslexia） 

Langer, N. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:1027-1036. 

 発達性の dyslexia, DD のリスクがある幼児（約 5-18 mo）の弓状束を DTI で検討。異方

性比 FA はリスクありの幼児で低く、言語能力は FA と正の相関があった。 

 

Raschle, N.M. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:764-776. 

 5 歳児で言語発達遅滞の有無、DD の家系的リスクの有無の影響を言語と VBM で検討。

遅滞だった子は言語の成績が悪く、左側頭、後頭、前頭の灰白質低下。リスクは相乗効果。 

 

Skipper-Kallal, L.M. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:2051-2066. 

 脳卒中後の失語症の naming の成績を fMRI で検討した。右 STS の関与と左 IFG の背側

弁蓋部の離脱 disengagement が成績を向上。左 STS の損傷はこの関係に障害を。 

 

 

 

感覚運動障害 

Desai, J. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:1865-1874. 

 発達的な吃音で Broca 野などの局所血流を pulsed arterial spin labeling MRI で計測した。

安静時の血流低下が吃音の程度に関係した。後方の言語領域の血流も吃音に関係した。 

 

Lu, C. et al. (2017) Brain Lang., 168:12-22. 

 吃音者に 1 週間の介入を行い、介入前後の脳活性、機能結合の比較を fMRI で行った。介

入により左 IFC/Ins の活性が上がった。それは流暢性の変化と相関。 

 

 



その他の障がいなど 

Burra, N. et al. (2017) Brain Cognit., 113:125-132. 

 注意の方向付けに重要な gaze-cueing を相貌失認 PS と健常者で検討。Cueing の長さと

顔、眼のみを操作。健常者は常に顔全体が重要だが、PS はむしろ眼が重要だった。 

 

Belfi, A.M. et al. (2017) Neuropsychol., 97:29-37. 

 脳損傷による musical anhedonia を起こす脳領域を特定すべく多数の患者で検討したが、

そのような領域を見出すことはできなかった。 

 

Zhang, C. et al. (2017) Neuropsychol., 97:18-28. 

 Tonal language (Cantonese) 話者の失音楽症の言語、楽音に対する脳活性を fMRI で計

測。健常者で見られた語音に対する右 STG の活性、両音に対する小脳の活性もなかった。 

 

Manzouri, A. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:998-1010. 

 女性から男性への性転換者で自己の身体知覚に関係する正中線領域を sMRI, fMRI で検

討。転換者の灰白質は前頭皮質中部などで厚く、通常みられる性差は女性のパターンだった。

その他、膝下 ACC と Ins の機能結合が弱かった。 

 


