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Sadaghiani, S. et al. Ongoing dynamics in large-scale functional connectivity predict
perception. PNAS, 112:8463-8468, 2015.
課題に関係なく動いている脳内ネットワークの ongoing connectivity dynamics（OCD）
が課題とどう関係するかを検討した fMRI 研究。課題は閾値付近の強度の音の検出で、刺激
間間隔を 20s-40s と長くとり、課題からの影響を少なくしている。音を検出した hit と聞き
逃した miss の前の OCD を問題にした。
最初に問題にしたのは、聴覚（AUD）、帯状弁蓋（CO）、前頭頭頂（FP）
、デフォルト（DM）
、
背側注意（DAT）ネットワーク。その結果、DM ネットワークにおいて、pre-hit でネット
ワーク内の結合性が高まっていた。また、AUD と他のネットワークとの結合性を検討した
ところ、pre-hit で AUD-CO の結合性が高まり、AUD-DM の結合性が弱まっていた。続い
て、安定して pre-hit>pre-miss である領域の刺激前の結合性、振幅で Bayesian classifier
により、hit/miss の予測をした。予測できたが、結合性と振幅を考慮した予測の精度が最も
高かった。
そして、グラフ理論により、hit と miss の差を生み出した結合性の性質を全脳のネット
ワークから明らかにした。新たに加わったのは視覚（VIS）
、体性運動（SM）
、salience（SAL）
、
腹側注意（VAT）
、記憶（MEM）
、皮質下（Subcort）、小脳（cerebellum）で特定のネット
ワークに含まれない領域もある（下図 A）
。グラフ理論では脳の機能的ネットワークはノー
ドとノード間の結合で表現され、ネットワークのモジュール性の程度が問題になる
（Newman’s modularity）
。その結果、図 D にあるように、pre-miss でモジュール性が低
下、結合の凝集性が低下していた。図 E はグラフ表現だが（左が pre-hit,右が pre-miss）、
特に DM と VIS ネッ
トワークでそれが顕
著だった（赤と青のノ
ードと結合）。すなわ
ち 、 DM と VIS が
pre-hit と pre-miss の
モジュール性の差に
貢献していた。

Gonzalez-Castillo, J. et al. Tracking ongoing cognition in individuals using brief, wholebrain functional connectivity patterns. PNAS, 112:8762-8767, 2015.
この論文は、fMRI により計測された全脳的な機能結合パターン FC pattern から、
K-means clustering の手法で分類された機能結合状態 FC State が、課題による認知状態と
対応することを、個人レベルで示したもの。すなわち、分類が正確であれば、課題の成績
がよい。参加者は REST, MEMO (2-back 課題), VIDEO (x のついた魚の種類により左右の
ボタンを押し分ける), MATH (図にある様な算数の計算) を実行中に、脳の活性を fMRI で
記録する。FC matrix から FC pattern を算出し、心的状態や時間順序の情報なしに
K-means clustering により、FC state が分類される。その分類結果と課題との対応を時間
軸に沿って行う（下図）
。なお、脳活性の分析窓は 22.5s から 180s まで 6 種類ある。

2 名の結果を左に示す。右
端に分析窓幅 WL、課題の成
績 Acc、FC State の分類の正
確さ ARI が表示されている。
ARI の緑色 excellent、黄土
色は moderate であることを
意味する。moderate の上に
good, 下に poor のレベルが
ある。A はすべての WL で成
績、分類ともに perfect であ
るが、C では WL が短くなる
と分類の成績が落ち、課題の
成績も低下していた。

Greenhouse, I. et al. Nonspecific inhibition of the motor system during response
preparation. J. Neurosci., 35:10675-10684, 2015.
この論文は運動準備期に運動系で生じる抑制現象の性質を、磁気刺激 TMS に対する運動
誘発電位 MEP から明らかにした。実験 1 では反応選択の有無、準備期間（delay）の有無
（左図の A,B）、実
験 2 では課題に関
係ない筋にも抑制
は見られるか、抑
制は運動ではなく
TMS の予期か（左
図 C)、実験 3 は抑
制に対する catch
trial の影響（左図
D）を検討した。
TMS-MEP に関し
て、実験 1 では右
脳－左人差し指、実験 2 では左右の
人差し指と右小指から MEP を記録
した。実験 2 の後半と実験 3 は一種
のコントロール実験なので、省略す
る。手続きの詳細は本文を参照。
結果を左に示す。A は実験 1 の結
果で、選択有 Choice では白が左手、
灰が右手で実行した時の結果、選択
無 Simple では白が左手で実行して
いる時、灰は右手で実行し左手は
rest の時の MEP である。Delay あ
り条件では、選択の有無、実行する
手に関わらず抑制があった。Delay
なしでは左手で実行している時は
MEP の振幅が増大し、選択有無で
有意の交互作用を示した。B は実験
2 の前半の結果で、
delay 条件で左右
の人差し指、右小指で抑制がみられ
た。このように、運動準備期の抑制
は反応を行う時には広くみられる。

Mason, L. et al. Visual processing at goal and effector locations is dynamically enhanced
during motor preparation. Neuroimage, 117:243-249, 2015.
この論文は運動準備期に、運動の目標や運動を実行する手の視覚的な処理が、時間経過
に伴いどのように変化しているかを、プローブ刺激に対する誘発脳波から検討したもの。
手続きを下に示すが、4 つのボタンがあり、手前のスタートボタンに左右の手を置く。後方
の２つが目標ボタンである。0.5-1s の後に高低いずれかの音が 100ms 鳴る。これは反応す
る手と目標位置（左手－左目標/右手－右目標）を指定する手掛かり刺激である。その後、
100ms/200ms/300ms の後に課題に関係しない視覚プローブ刺激が、4 つのボタンのどれか
に 100ms 提示され、誘発電位が記録された。なお、眼は凝視点に固定されている。

結果を上に示すが、目標（図上）と手（図下）で、黒は実際の目標と使用した手、灰は
目標でなく、使用しなかった手の結果で、目標は準備期間中ずっと、手は 200ms の準備中
央期で処理が高まっており、違いがみられた。

Gertz, H. & Flehler, K. Human posterior parietal cortex encodes the movement goal in a
pro-/anti-reach task. J. Neurophysiol., 114:170-183, 2015.
この論文は、サルの頭頂到達領域（PRR）に相当するヒトの楔前部（PCu）や背側運動
前野（PMd）などからなる、到達運動関連ネットワークが目標位置をコードしているかを、
visual cue で示された目標に到達する（Pro）
、cue とは反対に到達する（Anti）の 2 条件で
検討した（下の図を参照）
。Pro か Anti は rule によって指定される。この手続きでは、cue
の位置と目標の位置は分離可能である。到達反応は 3-5s の delay の後に実行された。課題
にはもう一つ条件があり、rule が delay 後に提示された（underspecified）
。この条件では
delay が終わるまでどちらに到達するか分らない。fMRI の結果を中断と下段に示すが、
PCu と PMd を含む領域が delay 中に活性
化している。Pro と Anti は同じような領
域を活性化させたが、下段にあるように、
使用手の対側の左 PCu のみで、到達目標
の空間位置で差がでた。一方、rule が delay
後に提示される underspecified 条件では、
中段右の図にあるように PCu を含む頭頂
領域の活性が弱く、PMd では活性がみら
れなかった。これらの結果は、 PCu が
visual cue でなく、目標をコードしている
ことを示した。

Lebreton, M. et al. Automatic integration of confidence in the brain valuation signal.
Nat. Neurosci., 18:1159-1167, 2015.
この論文は同じ結論を多くの実験で示しているので、ここではそのうちの一つを紹介す
る。詳細は元の論文を参照下さい。著者らは何らかの評定をした時に確信度はその二乗に
なると考えている。下の図に示す実験では、提示される視覚刺激（この例では絵）の製作
年 Age と心地よさ Pleasantness の評定が求められる。注意すべきは確信度は求められてい
ないこと（図 a）
。図 b に心地よさ、年の評定と fMRI による脳の活性の関係が示されてい
る。心地よさに関しては、腹内側前頭前野 vmPFC に限局して活性がみられた。一方、年に
関しては vmPFC に活性はなかった。vmPFC は valuation に関係する領域である。図 c は
心地よさの評定と、その二乗（確信度）
、年の確信度の conjunction 分析の結果である。視
覚野や vmPFC を含む前頭皮質に活性がある。図 b の ROI で心地よさの評定と確信度でβ
値を求めたとこ
ろ、両者とも有意
だった。同じ領域
で年に関して同様
なことを行うと、
確信度のみで有意
だった。この結果
は 確 信 度 が
vmPFC に code さ
れていることを示
す。それは図 d, e
にも現われてお
り、心地よさでは
評定と確信度の両
者が関係するが、
年では確信度のみ
が関係していた。
なお、細部に関
して十分に理解し
ていないところが
ありますので、元
の論文に当たって
下さい。

De Baene, W. et al. Brain circuit for cognitive control is shared by task and language
switching. J. Cognit. Neurosci., 27:1752-1765, 2015.
この論文は、バイリンガルの参加者が、言語と言語とは関係のない課題で反応を切り替
える時に、共通の認知的制御系を使用するかを検討したもの。2 つの課題を下に示す。左は
言語課題で、提示される写真をスペイン語、バスク語（この 2 言語のバイリンガル）
、英語
で答える（口頭）。どの言語で答
えるかは写真の前に提示される
cue が指定する。右が非言語課
題で、cue に従って、動き、色、
性別をボタン押しで答える。
結果を左下に示す。これは言
語、非言語の両課題で共通して
活性化した領域である。楔前部
（両側の上頭頂小葉、左の下頭
頂小葉）、後部帯状皮質、左紡錘
状回、前補足運動野、左の下前
頭接合部（下前頭回）などに活
性がみられた。これらの領域に
ROI を設定して、切り替え/継続
と言語/非言語で分析したとこ
ろ、すべての領域で継続よりも
切り替えで高い活性がみられ
た。この中で楔前部、後部帯状
皮質、下前頭接合部、前補足運
動野では交互作用があり、それ
は非言語課題で言語課題よりは
活性が強いことに拠っていた。
さらに voxel 毎に課題間の相関
を調べたが、これらすべての領
域で有意な正の相関がみられ
た。この結果は両課題の切り替
えで同じ認知制御系が働いてい
ることを示した。このような認
知制御の汎用性はこのホームペ
ージ『脳と心：認知神経科学入
門』で強調しておいた。

今月の認知神経科学の応用
今月は基礎研究に目ぼしいものが少なかったが、応用研究も少ない。Neuropsychologia
の 74 巻は注意に対する TMS, tDCS など非侵襲的な脳刺激の影響を特集している。
Bratman, G.N. et al. (2015) PNAS, 28:8567-8572.
自然との接触が少ない都会生活は便利だが、精神障害が増える面もある。自然と接触す
ることにより、自己拘泥の思考や行動、fMRI 計測による膝下前頭前野の活性が低下した。
van den Bos, W. et al. (June 22, 2015) PNAS, E3765-E3774.
思春期の衝動性、impatience を報酬の delay discounting と形態的、機能的結合性で検討
した。右背外側前頭前野と線条体の結合強さが衝動性の減少と関係していた。
Eres, R. et al. (2015) Neuroimage, 117:305-310.
共感 empathy には情動的、認知的の 2 つがあり、それぞれ島皮質、帯状皮質中央部/背内
側前頭前野の灰白質の密度が関係することが形態的 MRI の計測で分った。
Grabner, R.H. et al. (2015) Europ. J. Neurosci., 42:1667-1674.
左の後部頭頂皮質 PPC に陽極の経頭蓋直流刺激 tDCS を算数の複雑な掛け算、引き算の
訓練中に与えたところ、引き算でプラスの有効な結果が得られた。
Nikolin, S. et al. (2015) Neuroimage, 117:11-19.
左の背外側前頭前野 dlPFC、側頭平面、内側側頭葉に high definition tDCS を与え、言
語学習と記憶への影響をみた。dlPFC のみで学習、記憶の改善がみられた。
Reinhart, R.M. et al. (2015) PNAS, 112:9448-9453.
統合失調症では適応的行動（エラー後の行動修正）に問題があり、それは内外の前頭葉
の活動同期の欠落を伴う。内側前頭前野への tDCS は同期を強め、適応行動を増加させた。
Stice, E. et al. (2015) J. Neurosci., 35:10316-10324.
食物や金銭を得た時や予期した時の fMRI による神経反応がその後の体重増加に関係す
るか 3 年間検討した。食物に対する眼窩前頭部などの反応、TaqIA 多型が関係していた。
Iyel, K.K. et al. (2015) Brain, 138:2206-2218.
極度の早産児の、誕生翌日（最短で 12 時間）の脳波を記録し、皮質 burst activity がそ
の後の神経発達の予測に役立つという論文。

Murdaugh, D.L. et al. (2015) Hum. Brain Mapp., 36:2965-2979.
自閉症 ASD の読みに関係するネットワークが、
介入により変化することを安静時の fMRI
の機能結合で明らかにした。Broca, Wernicke 領野を含むネットワークの結合性が増加した。
Rosenberg, A. et al. (2015) PNAS, 112:9158-9165.
ASD でみられ広範囲の症状を divisive normalization、ニューロン群の興奮と抑制の比
E/I の増大で説明しようとする。ニューラル・ネットでシミュレーションを行っている。
Estes, M.L. & McAllister, A.K. (2015) Nat. Rev., Neurosci., 16:469-486.
ASD に免疫系の dysregulation が関係するという総説。
Mohl, B. et al. (2015) Brain Cognit., 99:1-7.
読みの障がいのある注意欠陥多動障がい ADHD の word rhyming continuous performance test 中の脳活性を fMRI で計測した。Dorsal decoding subnetwork に問題がある。
Sadeh, N. et al. (2015) Hum. Brain Mapp., 36:3076-3086.
心的外傷後ストレス障害 PTSD の衝動性と脳の関係を構造、機能 MRI で検討。障害では
右の前頭前野や左の内側眼窩前頭部などで皮質が薄く、右前頭前野の機能結合が低下した。
Flores, A. et al. (2015) Trends in Neurosci.,
Orexin は外側視床下部の細胞が産生し、食欲に関わる神経ペプチドと考えられてきたが、
PTSD など不安障害にも関係する。その面の総説。
Bijsterbosch, J. et al. (2015) J. Cognit. Neuroaci., 27:1840-1853.
持続する電撃への恐怖に関する個人差を、trait anxious affect と induced anxiety に分け
脳の機能結合から検討。前者は内側前頭前野-扁桃核、後者は外側前頭前野-島皮質が関係。
Tang, Y.-Y. et al. (2015) Trends in Cognit. Sci., 19:439-444.
薬物依存に対して、mindfulness meditation などにより、自己制御 self-control の能力を
高めることの有効性を論じている。
Decety, J. et al. (2015) J. Neurophysiol., 114:493-504.
精神病質者の共感の障害と脳の関係を、脳波と affective sharing と empathetic concern
の面から検討した。後者はこれまで脳機能画像研究が少なかった。

