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感覚・知覚
感覚・知覚系に関しては「感覚バッファ」という枠組みでその機能を捉える。感覚には
視覚、聴覚、体性感覚、嗅覚、味覚などがあるが、ここではもっとも研究が盛んな視覚を
例にとって構造や機能を説明する。
「視覚バッファ」は視覚的なイメージ生成やその障害な
どで使用されている概念であるが（Farah, 1984）
、網膜から下位（初期）の視覚バッファ、
上位の視覚バッファへとフィードフォワード的に上行してくる視覚情報と、上位から下位
の視覚バッファへのフィードバック、さらに、前頭葉や海馬などからトップ・ダウン的に
下行する視覚関連情報がともにその機能を発揮、実現する場と考えられる（図Ⅱ-1）
。なお、
感覚バッファから他の系へ向かうボトム・アップの経路や感覚・知覚系と運動系を結ぶ経
路もある。

図Ⅱ-1. 感覚バッファ
ここではまず従来のフィードフォワード的な視覚系の説明、すなわち、網膜から中継核、
初期の視覚野を経て、腹側系路と背側経路となり、そして顔や場所など対象特異的な領域
の成立する場としてのバッファを紹介する。続いて、高次の視覚バッファから初期の視覚
バッファへのフィードバックの役割、そして、視覚像が意識されたり、強調されたり、維
持されたり、さらには生成される認知制御系からのトップ・ダウン機能の場としてのバッ
ファについて述べる。この章のⅠは参考図書にあげた福田・佐藤（2002）を参考にした。
Ⅰ．感覚神経系の構造と機能－視覚バッファを例に（図Ⅱ-2）
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図Ⅱ-2. 視覚の feedforward 経路。腹側系と背側系。一部 Wikipedia を改変
RGC:神経節細胞、LGN:外側膝状体
A. 網膜と外側膝状体
1. 網膜
以下の記述は主にサルの研究に基づいたものである。感覚受容器は受容器細胞を持つが、
視覚では眼球の網膜にある視細胞がそれにあたる。
視細胞には錐体と桿体の 2 種類がある。
錐体は 3 種類あり、赤、緑、青の波長に選択的によい感度をもつ。2 種類の視細胞は網膜で
の分布、性質が大きく異なる。錐体は像が焦点を結ぶ中心窩領域に集中的に分布するのに
対し、桿体はその周辺部に多く分布する。したがって、大雑把に中心視と周辺視に対応す
る。桿体は光感度が高く、輝度が低い環境で働くが、空間解像度はよくない。逆に、錐体
は光感度こそ低いが解像度は優れている。それぞれ、暗所視、明所視で働く。
これらの視細胞は網膜内の経路を経て、神経節細胞に集まる。以下、サルを例にとり、
説明する。神経節細胞にはオン中心/オフ周辺、オフ中心/オフ周辺の受容野を持つものがあ
る。このオン／オフ機構は形や色の知覚の基礎をなす。これらの中心－周辺型受容野の形
成は神経節細胞の前の段階から行われている。詳細は福田・佐藤（2002）などを参照され
たい。神経節細胞は 10 を超える種類があり外側膝状体に情報を送るが、3 種類の細胞が重
要と考えられる（Nassi & Callaway, 2009）
。すなわち、小型 midget、パラソル型 parasol、
二層型 bistratified で、サルではこれらの細胞が神経節細胞の 90%を占める。3 種類の細胞
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は反応特性、外側膝状体への投射が異なる。
小型神経節細胞は小細胞系経路の起源と考えられ、外側膝状体への投射の 70％を占める。
この細胞は赤-緑反対色の情報を外側膝状体の小細胞層に送る。受容野は小さく、対比感度
は低く、軸索の伝導速度は遅い。空間周波数への感度は高いが、時間周波数への感度は低
い。パラソル型は色なしの情報を外側膝状体の大細胞層に送るが、小型神経節細胞の正反
対の性質をもつ。二層型は青色光に対してオン、黄色光に対してオフの反応を示し、外側
膝状体の小細胞層の層間層に情報を送る。
神経節細胞からの出力は主流である外側膝状体へ行くもの（膝状体系 geniculate
system）と、上丘や視床枕核などへ行く膝状体外系 extrageniculate system があるが、後
者についてはここでは省略する。
2. 外側膝状体
外側膝状体（背側核）は網膜からの視覚情報を大脳皮質の 1 次視覚野に中継するメイン・
ストリームの核である。外側膝状体は 6 層構造をしており、下の 1, 2 層には大型の細胞が
ある大細胞層、上の 3-6 層は小型の細胞がある小細胞層である。大細胞層はパラソル型、小
細胞層は小型、その層間層は二層型の神経節細胞からの入力を受ける。神経節細胞は 2, 3, 5
層には同側の網膜からの、1, 4, 6 層には対側の網膜からの情報がくる。視野の中心部は外
側膝状体の中央部に広く再現され、視野の背側と腹側の周辺部はそれぞれ内側と外側に再
現される。神経節細胞から外側膝状体を介して 1 次視覚野へ向かう経路を図Ⅱ-2 に示す。
B. 1 次視覚野（V1）
1. 視野の再現
外側膝状体からの視覚神経情報は 1 次視覚野へ到達する。1 次視覚野も規則的な視野の再
現がみられる。左の視野は右脳に、右の視野は左脳に再現される。1 次視覚野には前後に走
る鳥距溝があるが、溝の背側には下の視野、腹側には上の視野が再現される。中心視野は
脳表近くの広い領域に、周辺の視野は鳥距溝に沿って脳の内部に再現される（図Ⅱ-3）
。

図Ⅱ-3. 一次視覚野（黄土色）と鳥距溝。左：外側面、右：内側面。Wikipedia より
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2. 視覚バッファでの情報の流れ
大脳皮質の一次視覚野は 6 層の構造を持つ。外側膝状体の小細胞層（P チャンネル）の出
力は 4Cβ層に、大細胞層（M チャンネル）からの出力は 4Cα層に、層間層（微小細胞層、
K チャンネル）の出力は 1 層やシトクロム酸化酵素染色で濃く染まる 2，3 層のブロッブに
投射する。
P チャンネルからの投射は 2，3 層のブロッブ、ブロッブ間に投射する。ブロッブには
K, M チャンネルからの投射もある。M チャンネルからの投射は 4B 層に投射する。そして、
1 次視覚野から 2 次視覚野への投射には、主なものとして以下の 3 つがある。ブロッブから
は 2 次視覚野のシトクロム酸化酵素染色で細い縞として染まる狭線条へ投射する BD 系、
ブロッブ間領域からは 2 次視覚野の淡線条へ投射する ID 系、4B 層からは 2 次視覚野の広
線条へ投射する MD 系がある。BD, ID 系は視覚情報の形態や色などの処理、MD 系は動き
や奥行きに関係する。外側膝状体から 1 次視覚野、さらに高次視覚野の経路を模式的に示
す（図Ⅱ-2）
。
なお、5，6 層からは外側膝状体や膝状体外系への投射がある。
3. 視覚情報の並列分散処理
視覚情報は視覚神経系で並列分散処理され、そして統合 bind され、われわれが経験する
みえとなる。
a. 眼球優位性
外側膝状体では層によって眼球優位性が決まっていた。1 次視覚野では、左右の眼球から
の視覚情報が、2 層から 6 層にいたる眼球優位コラムとして交互に並んでいる。このような
眼球優位性は 4 層でとくに明瞭であるが、他の層では両眼性の反応がみられる。
b. 方位選択性
一次視覚野の 4 層や 2，3 層のブロッブ外の領域のニューロンは線分や輪郭の傾きに選択
的に反応する。これを方位選択性というが、1 つの眼球優位コラムの中に 180°の傾きをカ
バーする方位選択コラムがある。
c. 空間周波数
視角 1°に明暗がどれほど繰り返されるかを空間周波数というが、この属性についてもコ
ラム状の構造がある（空間周波数選択性）。2，3 層のブロッブとその下の層では低空間周波
数に応答し、ブロッブ外の領域は高周波数に応答する。加えて、外側膝状体の小細胞層か
ら入力を受ける領域は大細胞層からの入力を受ける領域よりも高い空間周波数に応答する。
d. 色選択性
1 次視覚野のブロッブには色選択性をもつニューロンがある。ブロッブ毎には赤/緑、青/
黄の一方に選択的に反応するニューロンが集まっているが、色選択性は緩やかでこれらの
ニューロンは広い範囲の波長に応答する。
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e. 動き選択性
1 次視覚野のニューロンは静止した刺激よりも動く刺激により強く反応する。刺激の動く
方向により反応の程度が異なる方向選択性も報告されている。方向選択性は大細胞系の特
徴で、第 2 次、第 3 次、第 5 次視覚野、さらには頭頂葉へと引き継がれる（後述する背側
経路）
。
f. 両眼視差選択性
両眼は離れているために異なる視野を持つ。視空間のある点を凝視した時には両眼の網
膜の対応する点に像が結ばれるが、凝視点より手前、遠方はそれぞれ網膜の外側、内側に
ずれて結像する。このずれの角度を両眼視差という。両眼視差に選択的に反応する視差選
択性は外側膝状体のニューロンにはみられず、1 次視覚野で初めてでてくる。立体視や空間
視に役立っていると考えられる。両眼視差０で最大（あるいは最小）応答を示すニューロ
ン、凝視点より近くの刺激に応答するもの、遠くにある刺激に応答するものが 1 次視覚野
やその他の高次視覚野にあり、視差に応答するものの割合は高次になるにしたがって増加
する。
4. 1 次視覚野における情報の統合
1 次視覚野 3 層の錐体細胞は下方の 6 層から高次視覚野へ向かう軸索と、3 層、4A 層で
枝分かれし横方向に向かうものがある（水平結合）
。水平結合は同じ機能をもつコラムを結
んでいる。それは解剖学的にも、生理学的にも確認された。錐体細胞は興奮性だが、興奮
性細胞にも、抑制性細胞にもシナプスする。この点も含め情報の統合については後で述べ
る。
C. 2 次、3 次視覚野（以下、図Ⅱ-2 を参照されたい）
1. 2 次視覚野（V2）
V1 のブロッブから V2 の狭線条へ、ブロッブ間からは淡線状へ、4B 層からは広線条へ投
射することはすでに述べた。V1 と V2 の機能的な関係については、V1 のそれが引き続き維
持されるという結果と、機能分化は明確でなく、オーバーラップがみられるという結果が
ある。V1, V2 では後述の腹側系、背側系に分かれていない。
Peterhans & von der Hyde (1991) はサルの V2 で物理的には存在しない主観的な輪郭線、
錯視的な輪郭線に応答するニューロンをみつけている。このようなニューロンは広線条と
淡線条にみられ、奥行きを含めてものの形の知覚に重要な役割を果たしていると考えられ
る。Freeman et al. (2013) は自然なテクスチャ刺激とそれに適切に対応させたノイズ刺激
を用いて、サルとヒトで V1 と V2 の機能的な分離を試みた。その結果、V2 は自然なテク
スチャ刺激に強く反応し、その点で V1 と異なっていた。
2. 3 次視覚野（V3）と VP 野
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V3 のニューロンの多くが方位、方向、両眼視差選択性を示すことから、以下に述べる背
側系の MT 野のように運動刺激の処理に関係すると考えられている。一方、VP 野は色選択
性をもつニューロンが多いので、V4 へ続く腹側系に属すると考えられる。
D. 腹側経路と背側経路
視覚神経系は下側頭葉に向かう腹側経路と頭頂葉に向かう背側経路がある。腹側経路は
形や色の情報を処理する what 経路、背側経路は空間や動きの情報を処理する where 経路
と呼ばれている。それらの系に含まれる脳領域についてはすでに示した図Ⅱ-2 を参照され
たい。この図から what と where の経路は網膜の神経節細胞のレベルで分離が始まってい
ることが分る。なお、腹側、背側経路には対象特異的な領域がある。これについてはこの
後で詳しく紹介する。
1. 腹側経路
a. 4 次視覚野（V4）
V4 への主要な入力は V2 の狭線条と広線条であり、出力先は下側頭葉後部 TEO である。
しかし、このような腹側系だけでなく、背側系の頭頂葉にも投射する。V4 には背側、腹側
両系と関係する領域があり、両系が関係し合うことが考えられる。
V4 で有名なのは色選択性を示すニューロンである。Zeki (1983) は V4 のニューロンが色
の恒常性に関係することを示した。これは V1 のブロッブ、V2 の狭線条をへて伝わったも
のと考えられている。
b. 下側頭葉（IT）
IT は後方の TEO と前方の TE 野に分けられる。TE は TEO からの情報を受け、腹側系
の最終領域と考えられる。TE から前頭、頭頂連合野や海馬へ出力される。
Tanaka et al. (1991) によると、TE に比べて、TEO のニューロンの受容野は小さく、比
較的単純な刺激に応答する。TE のニューロンは受容野が大きく、複雑な刺激に応答する
（Gross et al., 1969; 1972; Tanaka et al., 1991）
。Fujita et al., (1992) は TE には複雑な図
形（図形アルファベット）に特徴選択性のコラムがあると考えている。TE のニューロンに
は刺激の位置や大きさを変えても応答が変化しないものがある。
最近、
Cichy et al. (2014) は脳磁図 MEG と fMRI に、多変量パターン分類法 multivariate
pattern classification、表象類似性分析 representational similarity analysis を援用して、
V1 から IT に向かうにしたがって、初期の個別的な刺激から後期のカテゴリに対応した活
性が数百ミリ秒の内にみられることを報告している。
2. 背側経路
a. MT（5 次視覚野、V5）と MST
MT は後頭葉と後頭葉の境界、MST は頭頂葉に属する。MT は視覚刺激の動きに応答す
6
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るニューロンが多い。大部分のニューロンは方向選択性をもち、コラム状に並んでいる。
サルの MT ニューロンは行動データと一致する活動を示し、運動錯視にも応答する。
MST は背側部と外側部に分かれる。前者は広い視野の図形の直線運動、回転運動、拡大・
縮小の運動に反応し、自らの動きによる視野の動きを捉えるのに適している。後者は小さ
な視野のものの動きに方向選択的に応答する。なお、MT, MST のニューロンには追跡眼球
運動にも応答するものがある。
b 頭頂間溝と下頭頂小葉
下頭頂小葉は操作対象としてのものの空間内の位置や形状に関する処理を行っている。
注視ニューロンがあるが、視野内の位置（例えば、左視野）
、距離、方向と距離の組み合わ
せ、自己中心座標における絶対的な位置などに選択的に応答する。視覚的追跡ニューロン
は方向選択性があり、また、視覚対象とサルのチェアを同期させて動かし眼球運動がない
条件下でも、眼球を動かして対象を追跡した条件と同様の反応を示すニューロンがある。
急速眼球運動（サッケード）ニューロンもある。受動的視覚ニューロンには対象の回転、
左右、前後への運動、拡大、縮小、奥行き知覚に関連するものがある。受動的視覚ニュー
ロンには注意の影響を受けるものがある。
視覚と体性感覚、視覚と前庭刺激の間の異種感覚間の統合を行っているニューロンがあ
る。
運動関連ニューロンには到達運動 reaching や操作運動 manipulation に関連するものが
ある。頭頂間溝の下壁前方部（AIP）には、操作運動と対象への反応から、運動優位ニュー
ロン、視覚優位ニューロン、運動/視覚ニューロンなどが分類されている。この領域は第 3
章の運動・行為のミラー・ニューロン・システムとの関連で再び取り上げる。
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Ⅱ． 対象特異的脳領域
高次バッファには以下に述べる対象特異的な脳領域があると考えられている。なお、こ
こでいう特異的とは、ある特定の刺激のグループ（たとえば、顔）に他の刺激よりも有意
に強く反応することを意味しており、他に刺激に全く応答しないということではない
（Downing et al., 2006）
。しかし、そのような領域特異性を否定する説があることは注意
すべきだろう。もっとも研究が進んでいる顔に特異的な領域に関しても、領域一般性、普
遍性の主張があり、顔に特異的なのではなく、複数のカテゴリ内の個々の刺激を処理する
過程に特異的と考えている。たとえば、個別化仮説 individuation hypothesis では、類似性
が高い同一カテゴリ内の対象を区別する際に活動する領域と考える（Gauthier et al., 1999;
2000）
。この仮説に属する達人（専門家）説は、例えば多くの自動車を扱い、１台 1 台区別
しているカー・ディーラーは、自動車の区別に顔に特異的と考えられている領域を働かせ
ていると主張する。この論争はまだ続いている（たとえば、Bilalic et al., 2011; Collins et al.,
2012; McGugin et al., 2012; James & James, 2013; Slotnick & White, 2013）
。また、顔刺
激などの分散処理を主張する Haxby et al. (2001) の研究も見逃せない。文字に関しても、
左の後側頭葉皮質に文字や単語の処理領域があるとする主張に疑問が提起されている
（Vogel et al., 2012）
。
しかし、ここではこの問題に深入りせず、対象特異的領域を主張する立場に沿って研究
を紹介する。
A. 形
形に特異的というのは、バラバラに分解された刺激に対して形あるものに反応すること
を意味しており、以下に述べるような特定の対象に応答するということではない。
Kanwisher et al. (1997) は見なれたもの、見たことのない新しい形のもの、ばらばらで形
をなさない線を提示したところ、前二者の刺激に活性化を示す領域を後頭葉脳底部の外側
部にみいだした。その後の研究で形に応答する領域は外側後頭複合領域 lateral occipital
complex (LOC) と呼ばれ、後頭葉の腹側部、外側部に広がっている（例えば、Grill-Spector,
2003）
。LOC の活性は形を記述するフォーマットには関係なく、それが明るさ、テクスチ
ャ、動き、錯視などによっていても応答があるし、大きさや位置にも無関係である
（Grill-Spector et al., 1998; 1999）
。LOC が形あるものの認知に関係することは、図地反
転図形（Hasson et al., 2001 など）
、視野闘争（Tong et al., 1998 など）
、閾値付近の刺激の
提示（Bar et al., 2001 など）などで、知覚と LOC の間に整合的な関係がみられることで
確かめられている
（Grill-Spector, 2003 を参照されたい）。
脳波 ERP による研究もある（Ales
et al., 2013）
。腹側部と外側部は処理が異なるという研究がある。一例を挙げると、Drucker
& Aguirre (2009）は外側部が形の大まかな、腹側部が細かなコード化を行うと結論してい
る。領域間の機能分化は顔の知覚でも問題になる。Silson et al. (2013) も TMS による研究
8
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で、より腹側部（LO1）は傾き、背側部（LO2）は形の弁別に影響が出るとした。
なお、最近 Cant & Goodale (2011) は、LOC が形だけでなく、表面の texture の知覚に
も関係することを報告した。また、LOC は形だけでなく位置についても鋭敏との報告
（MacEvoy & Yang, 2012）があり、背側系の情報も入ってきている。
B. 顔
顔が特異的な刺激であることは、神経心理学における相貌失認、認知心理学における全
体的処理 holistic processing や顔倒立効果、ERP における N170 成分の存在から支持され
ると考えられる（Kanwisher & Yovel, 2006）
。
Kanwisher et al. (1997) は顔刺激に特異的に反応する領域を紡錘状回の中央外側部に見
つけ、紡錘状回顔領域（fusiform face area, FFA）と名付けた。この領域は単純な刺激特徴
には反応せず、様々な顔刺激に反応する。例えば、横向きの写真、線画、動物の顔、Mooney
face など（Tong et al., 2000; Spiridon & Kanwisher, 2002 など）
。これらは地と図の反転
図形（Hasson et al., 2001 など）
、視野闘争事態（Tong et al., 1998 など）でも確認されて
いる。顔倒立効果の初期の脳機能画像研究は、行動の結果に対応する脳の変化をほとんど
検出しなかったが（Haxby et al., 1999 など）
、最近は倒立効果を示す研究があり（Yovel &
Kanwisher, 2005 など）
、また Mooney face でも倒立効果がみられている。
あ る 顔 を 様 々 な 視 点 か ら 観 て も 同 じ 顔 と 認 識 す る こ と を 視 点 不 変 性 viewpoint
invariance というが、顔領域を含む広い領域では鏡像対象視点で反応に高い相関がみられ
るという（Kietzmann et al., 2012）。すなわち、右 60 度の顔と左 60 度の顔に対する反応
は類似する。このような結果はより下位のバッファ V1-V4 では見られない。かれらはこの
ような反応は、完全な viewpoint invariance への途中の段階をあらわしていると考えてい
る。なお、viewpoint invariance には顔の熟知性が関係するという見解があるが、最近
Davies-Thompson et al. (2013) はそれを否定している。
その後の研究で顔に強く反応する領域が FFA の他に後頭葉、側頭葉に 2 か所あることが
明らかになった。それは下後頭回と後部上側頭溝である。それぞれ後頭顔領域（occipital face
area, OFA）
、上側頭溝顔選択的領域（face selective region of the superior temporal sulcus,
fSTS）と呼ばれている。顔の知覚には目、口、鼻などの構成要素（部品）とその空間的な
配置の知覚が重要である。これまでの ERP と MEG などの研究で、各領域は異なる機能を
担っていると考えられる（Liu et al., 2002; 2009; Pitcher et al., 2007）
。OFA は顔刺激に早
い潜時で反応する領域で、空間配置よりも部品に鋭敏である（Pitcher et al, 2011 に OFA
の役割に関する総説がある）。この領域は顔倒立効果を示さず、顔の同異判断とも関係しな
い。これらは FFA とは異なる特徴である。FFA では空間配置が重要と考えられてきたが、
部品も重要であることが分かってきた（新しいところでは Lai et al., 2014）
。fSTS の活性
には部品が重要な要素である。OFA は顔処理の初期過程を担い、FFA は顔の同定、fSTS
は表情の同定に関与すると考えられている（OFA の役割に関しては異論がある。Ewbank et
9
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al., 2013）
。最近の Looser et al. (2013) のヒト／イヌ、animate/inanimate の実験結果も
この結論に整合的である。FFA が顔の同定に関係することは、adaptation の手続きで確か
められた。すなわち、異なる写真でも同一人物ならば、大きな adaptation が起きる
（Grill-Spector et al., 1999 など）
。この結果は OFA では見られない。また、fSTS が表情
の同定に関係することは、この領域が社会的な認知に関係することを示す（Allison et al.,
2000）
。なお、顔への反応は一般に右半球の関与が強いようである。morphing により、異
なる表情の間を段階的に合成した実験では、fSTS は刺激変化に対応する連続的な反応を、
扁桃核はカテゴリカルな反応を示した（Harris et al., 2012）
。さらに詳しく知りたい方は、
やや古くなったが、Kanwisher & Yovel (2006) の総説を参照されたい。なお、最近
Gschwind et al. (2012) は顔領域間の白質での結合を検討したが、OFA と FFA の間には強
い連絡があるものの、fSTS とこれらの領域間には結合がなく、OFA-FFA は腹側系で扁桃
核と連絡し、fSTS は背側系に属し頭頂前頭部と結びついていると報告している。しかし、
Baseler et al. (2014) は fSTS と FFA の機能結合が、fSTS の活動に対する顔の同定の影響
の根底にあることを報告した。さらに研究が必要だろう。なお、最近 Mende-Siedlecki et al.
(2013) は、慣れが早いものの、扁桃核は情動表出なしでも顔に明確な選択性があると報告
している。

図Ⅱ-4. 一人の参加者の顔領域。
右端の活性が OFA, その左が FFA で
青線がクロスしているところが側頭葉
前下部の顔領域。Axelrod & Yovel (2013)
Neuroimage, 81:371-380 より

最近、側頭葉の前方下部に顔に関連する領域が見出されている（Kriegeskorte et al.,
2007; Nasr & Tootell, 2012; Axelrod & Yovel, 2013; Goesaert & Op de Beeck, 2013）
（図
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Ⅱ-4）
。顔に対する反応特性が他の顔領域と異なり、顔の再認成績との相関は FFA よりは高
いという。また、顔部品のコンビネーションの倒立効果の研究で、James et al. (2013) は
行動との相関は FFA よりも下前頭回の方が高いという結果を得た。Renzi et al. (2013) は
左右の前頭前野の顔処理への関与の相違を TMS により報告しており、今後さらに研究が必
要だろう。また、ここでは N170 についてはふれないが、その発生源は FFA, OFA, fSTS な
ど広い範囲にわたると思われ、
FFA のみの活動を反映しているわけではない
（Henson et al.,
2003）。また、N170 に対応する脳磁図の M170 がある（最近の脳磁図による顔研究には
Sandberg et al., 2013; Gao et al., 2013 がある）
。顔処理関連の脳波には P100 があり、処
理が速い（Cauchoix et al., 2014）
。顔処理の発達については Cohen Kadosh et al. (2013),
Haist et al. (2013), Röder et al. (2013) などを参照されたい。自閉症と顔処理の関係を扁桃
核のニューロン活動で検討した貴重な研究がある（Rutishauser et al., 2013）
。なお、Yovel
& Belin (2013) が顔と声の処理が似ていること論じており、興味深い。
最後に、最近の顔処理のネットワーク、したがって分散処理の MVPA (decoding) 研究を
上げておくので参照されたい（Nestor et al., 2011; Goesaert & Op de Beeck, 2013; Verosky
et al., 2013）
。顔領域のみならず、初期の視覚バッファ、LOC、以下に述べる海馬傍回場所
領域の活性でも、顔による個人の同定が可能など、identity の表象が問題にされている。ま
た、FFA は voxel レベルでみると、顔以外のいろいろなカテゴリの刺激に反応する（Çukur
et al., 2013）ことも留意すべきだろう。
C 場所
場所に関係すると思われる領域が海馬傍回にある（Epstein & Kanwisher, 1998）
。海馬
傍回場所領域（parahippocampal place area, PPA）と名付けられ、多くの研究がある
（Epstein, 2005 の総説があるので参照されたい）
。PPA は光景 scene（ここでいう光景は
室外、室内、自然、人工、机上などを問わない）の背景的な要素に反応し、そこに含まれ
るものに反応するのではない。それゆえ、PPA は例えば家具のある部屋にも、家具のない
空の部屋にも同じような反応を示す。また、PPA は光景の意味的な側面には無関係である。
それゆえ既知の光景にも見知らぬ光景にも類似の反応をする。順応 adaptation を利用した
実験では、PPA の表象は視点特異的なものと考えられる。それゆえ、同じ光景でも視点が
変わると新しい光景と同じ反応がみられる。なお、海馬は視点独立的な表象を持つ。PPA
の機能には左右差があり、右は知覚的、左は概念的な機能を担い、機能的結合もその機能
に対応しているという（Stevens et al., 2012）。PPA の機能として、光景と状況や文脈
context の連合を考える説と光景のレイアウトに関係するという説がある
（Epstein & Ward,
2010）
。Epstein らは状況の量や刺激の提示速度を操作して、後者のレイアウトに関係する
と考えているが、さらに研究が必要だろう。最近、Bastin et al. (2013) は患者の PPA 付近
の脳内電極により記録された脳波のγ反応の分析から、scene と building では処理が異な
ることを見出した。前者は反応が速くボトムアップ、後者は反応が遅く他の領域からのト
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ップダウンによるものと考えている。なお、光景を構成する要素のものの共起確率とカテ
ゴリ（海岸、道路、教室、など）の関係を Stansbury et al. (2013) が検討している。

図Ⅱ-5. PPA（緑）の前部（青）と後部（黄）による機能結合の違い。図中で l, r は左右半
球、c は尾側部。IPL: 下頭頂小葉、TOS: 横後頭溝領域、RSC: 後膨大部皮質。
Baldassano et al. (2013) Neuroimage, 75:228-237 より
PPA は空間処理ネットワークの一部と考えられる。ネットワークには LOC、横後頭溝
（TOS; Bettencourt & Zu, 2013）の occipital place area (OPA; Dilks et al., 2013) や他に
海馬、頭頂葉、脳梁後膨大部皮質などが含まれ、移動 navigation に重要な役割を果たす。
PPA の adaptation が navigation の能力と相関するという（Epstein et al., 2005）
。ラット
の場所ニューロン place neuron/place cell (O’Keefe & Dostrovsky, 1971) を考えると、海馬
は環境内の位置を表象するが、PPA は眼前の光景を表象する。海馬、脳梁後膨大部皮質、
視床前核、乳頭体などの空間表象は allocentric なものと考えられる。頭頂葉も空間処理に
関係する。サルの研究によると、頭頂葉には空間内の対象を位置づける、眼や手と関係し
た複数の座標軸がある（Anderson et al., 1997）。ヒトでは頭頂葉の損傷による研究や
12
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navigation の脳画像研究がある。神経心理学的な研究によると、頭頂葉損傷の患者は障害
物にぶつかるなど、navigation に困難が伴う。脳画像研究では頭頂葉、海馬、PPA を含む
これらのネットワークが navigation 課題で活性化する（Maguire et al., 1998 など）。
Epstein (2005) は頭頂葉が移動に伴い刻々と変化する環境の online の処理に関係すると考
えている。
なお、Baldassano et al. (2013) によると、PPA の前部は default mode network との機
能結合が強く記憶や scene context に、後部は視覚領野と結合し視覚特徴やものの処理によ
り強く関係する（図Ⅱ-5）
。Park et al. (2011) は実際の光景の知覚に PPA と LOC が異な
る機能を果たすことを報告している。かれらの decoding あるいは MVPA（multi-voxel
pattern analysis; Kamitani & Tong, 2005) の研究によると、PPA は光景の同じ空間的な境
界で、LOC は同じものを含む光景でエラーが多くみられた。このような部位内、間の機能
を差別化は今後も続くだろう（最近の研究に Vass & Epstein (2013) の location と facing
direction の表象の区別、Mullin & Steeves (2013)の PPA と LOC の関係の研究がある）
。

図Ⅱ-6. 文字の処理。Dehaene et al. (2005) Trends in Cognitive Science, 7:335-341 より
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D 文字
例えばアルファベットの知覚は初期の視覚領域で直線やその方向、曲線の分析が行われ、
高次の領域ではその組み合わせとして単語が認識されると考えられている（Dehaene et al.,
2005, 図Ⅱ-6）
。これを視覚的語形というが、その領域が左半球の紡錘状回にある視覚的語
形領域（visual word form area, VWFA; Cohen et al., 2000; 2002）である。視覚的語形領
域は後方から前方に向かって延びており、前方に行くにしたがって刺激の語彙性に反応す
るようになる（Vinckier et al., 2007）。例えば、JXWYWK, QOADTQ, QUMBSS, AVONIL,
MOUTON という刺激は次第に語彙的になっていくが、MOUTON は単語（語彙）
、AVONIL
は非語（偽単語）である。前方の視覚的語形領域では単語や非語に対して活性が高まる。
視覚的語形領域では単語と非語の区別をしているという研究がある（Glezer et al., 2009）
が、今後の検討課題だろう。なお、VWFA の位置、大きさには個人差があるので、注意が
必要である（Glezer & Riesenhuber, 2013）
。Broca 野がある左下前頭回と VWFA がある左
腹側後頭側頭皮質の相互関係が脳磁図 MEG で検討されている（Woodhead et al., 2014）
。
文字、単語処理のネットワークの研究は重要である。聴覚的語形領域は上側頭溝の中央部
周辺にあると考えられる（Binder et al., 2000）
。
顔と同じように、この領域の domain specificity については反論がある。新しいところで
は Nestor et al. (2013) を参照されたい。
E 身体
顔をのぞく身体部分に反応する領域が視覚刺激の動きに応答する V5/MT 領域の背側にあ
り、有線領外身体領域（extrastriate body area, EBA; Downing et al., 2001）と呼ばれる。
最近、Ferri et al. (2012) が V5/MT と EBA の関係の詳細な研究を行っているので、参照さ
れたい。EBA は写真、線画、シルエットにも応答する。また、ERP 研究では倒立効果がみ
られる。動物の身体に対しては、ヒトほどではないが、ものよりは反応が強い。興味深い
ことに、EBA は身体の実際の運動や運動の準備、運動のイメージにも反応する（Astafiev et
al., 2004; Ishizu et al., 2009, 図Ⅱ-7; Kuhn et al., 2010）
。身体に応答する領域は顔領域の
ある紡錘状回にもみられ（fusiform body area, FBA; Peelen & Downing, 2005）
、顔同様複
数の領域が身体部分の知覚に関与する可能性がある。一つの領域で複数の刺激カテゴリが
オーバーラップして応答する場合、その分離に decoding (MVPA) が有効である（例えば、
Peelen et al., 2006; Downing et al., 2007）。
EBA と FBA は機能的の異なっている可能性がある。EBA は身体部品に、FBA は身体の
全体的な知覚に関係する（Taylor et al., 2007）。これは OFA と FFA の関係に似ている。ま
た、EBA, FBA は情動的な身体刺激により強く反応する（Peelen et al., 2007)。adaptation
を利用した視点変化の研究は他の対象特異性と同程度の視点普遍性を持つことを示した
（Taylor et al., 2010）
。自他の身体の違いを検討した研究もある（Vocks et al., 2010）
。そ
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の研究は右の EBA, FBA は自己の身体への反応が他者のそれよりも強いことを示した。今
後、さらに研究が必要だろう。また、Bracci et al. (2010) は左 EBA のそばの外側後頭溝に
手に強く反応する領域を見出している。そして、その領域は道具にも反応するという（Bracci
et al., 2012）
。道具に反応する領域は手に反応する領域と overlap するが、左半球外側後頭
側頭皮質道具領域 LOTC tool と名づけられた（Peelen et al., 2013）
。領域的に視覚の関与
が大きいと考えられるが、先天性の視覚障害者も類似の活性がみられるので、視覚は必須
の条件ではない。この領域の研究はまだ初期の段階で、今後の進展が期待される（Bracci &
Peelen, 2013）
。

図Ⅱ-7. 後側頭部の身体関連領域の NIRS による研究。上段：身体と椅子への反応の比較、
中段：運動と統制条件の比較、下ニ段：同じ運動のイメージ生成とその性差。女性では男
性と異なり、活性低下が起こる。NIRS 波形は一人の参加者の結果（左）と平均波形。
Ishizu, T. et al. (2009) Neuroscience Letters, 465:85-89 より
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なお、EBA が運動でも活性化することは、この領域とミラー・ニューロン・システム
（MNS）の関係が問題になる。Urgesi et al. (2007) は TMS の実験で、EBA では身体の形
の弁別に影響がでるのに対し、MNS の中心領域である腹側運動前野は身体の動きの弁別が
障害されることを示した。したがって、EBA は MNS のコアの領域ではないようだ。MNS
と EBA は行為の一人称、三人称の観点からの観察で差があるという（Oosterhof et al.,
2012）
。腹側運動前野は一人称の観点で反応が強いが、EBA がある後方の領域は一人称、
三人称で活性に差がない。David et al. (2007) は自他の行為とその結果の一致、不一致を
検討した。その結果、自己の行為と視覚フィードバックが不一致の時に活性が強いこと、
また、EBA は行為主体と関係する後部頭頂皮質との機能結合が強いことを示した。Peelen
& Downing (2007) は EBA が運動による身体像の変化の update に関係すると考えている。
なお、対象特異的領域では様々なバイアスがあることが報告されている。距離（Amit et al.,
2012）
、視野（Hasson et al., 2002; Schwarzlose et al., 2008）、大きさ（Cate et al., 2011）
で、例えば、PPA など場所に関係する領域は遠距離、周辺視野、大きな刺激にバイアスが
ある。刺激対象の処理に適応的である。なお、最近 Nasr & Tootell (2012) は PPA が垂直、
水平方向へのバイアスを報告している。このようなバイアスは後膨大部皮質などほかの場
所関連領域ではみられない。
F 対象特異的領域の損傷など
ここで紹介するのは上記の対象特異的領域が損傷されたときの症状である。脳の障害に
よる視覚の認知障害は一般に視覚失認 visual agnosia と呼ばれている。視覚失認は脳の損
傷によりものを見てもそれがなにであるか分らない症状をいう。統覚型視覚失認
apperceptive agnosia と連合型視覚失認 associative agnosia に分けられる。前者ではもの
の形を捉える事が難しく、後者ではそれができてもそのものがなにであるか分らない。症
状は視覚に限定されるので、例えば笛をみてもそれがなにであるか分らないが、音を聞け
ば笛と分る。顔を見ても誰だか分らないが、声を聞けば自分の奥さんであると理解できる。
音の出ないものでは、触覚など体性感覚、嗅覚、味覚により理解できる。もし、他の感覚
にも障害が及んでいるならば、それは意味システムに問題があると考えられ、記憶の章で
研究を紹介する。ここでは上で紹介した対象特異的領域の脳機能画像研究を補完する意味
で障害の研究を簡単に紹介する。
LOC は広い領域を占めているので、その損傷の影響については明確でない。統覚型の視
覚失認の症例の中に入っているかもしれない。
後頭顔領域、紡錘状回顔領域を含む脳の損傷は相貌失認 prosopagnosia を引き起こし、
顔を見ても誰であるか分らなくなる（Damasio et al., 1982; Barton et al., 2002 など）
。こ
れらの結果は、FFA が顔の同定に重要であることと整合的である。FFA の電気刺激で顔の
著しい変形 metamorphosis が生じる（Parvizi et al., 2012）
。ただし、同定は可能であった。
Pitcher et al. (2012) は磁気刺激で右 OFA（右 EAB も）を撹乱させた。その結果、刺激提
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示後 40-50ms では preferred も nonpreferred な刺激も障害がみられたが、100-110ms では
preferred な刺激のみ（OFA－顔刺激、EBA－身体刺激）で障害がみられた。2 段階の処理
nonspecific, preparatory と category-specific な処理がある。
場所に関しては街並失認 landmark agnosia がある（Takahashi & Kawamura, 2002 な
ど）
。海馬傍回やその周辺の損傷で、見なれた建物などの認知が困難になり、自分のいる場
所が分らなくなる。ただし、自宅からその場所への道順について地図を書くことは可能で
ある。道順障害もあるが、この障害では landmark は理解できるが、その建物からどの方
向へ行けばいいのか分らなくなる。右の脳梁後膨大部の損傷でみられた（Takahashi et al.,
1997 など）
。これらの障害に関しては Aguirre & D’Esposito (1999) の総説があるので参考
にされたい。なお、後頭場所領域 OPA（以前 TOS と呼ばれた領域）への磁気刺激が光景の
弁別を障害することが、OFA, LOC との比較で明らかにされている（Dilks et al., 2013）
。
文字をみてそれを読めなくなるのは失読であるが、音声言語一般や書字など他の言語機
能が保たれている場合を純粋失読 pure alexia という。左後頭葉の視覚的語形領域が損傷さ
れるとこの症状が出る（Leff et al., 2001; Pflugshaupt et al., 2009 など）
。なお、損傷後に
読字機能が部分的に回復するが、それには左上側頭溝をふくむ回路が重要な役割を果たし
ている（Seghier et al., 2012）
。

図Ⅱ-8. 損傷により身体の動き（青；腹側運動前野など）と形（黄色；EBA を含む後頭側
頭領域など）の弁別に障害をあたえる領域。Moro et al. (2008) Neuron, 60:235-246 を改変
有線領外身体領域（EBA）の損傷は身体像に大きな影響を与えず、その点で紡錘状回顔
領域顔領域の損傷と異なるという説があるが（Peelen & Downing, 2007）、Moro et al.
(2008) は EBA の損傷が身体の知覚を障害することを明らかにした（図Ⅱ-8）。これまでの
身体像認知の研究は主に身体表象のレベルで行われており、EBA 研究は身体の知覚レベル
の研究と位置づけられる。FFA の損傷による相貌失認の症状は強いが、EBA の損傷が相対
的に弱いのはこのレベルの違いによるのかもしれない。なお、van Koningsbruggen et al.
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(2013) は右の EBA に対する TMS が自然な光景 scene の中に人を検出するのを阻害するこ
とを報告した。また、TMS 実験で示された腹側運動前野と EBA の違いはこの損傷研究で
もみられ、EBA が MNS の中心的な領域ではないことを示すと考えられている。
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Ⅲ．視覚バッファ内におけるフィードバック機能
第 1 章の図Ⅰ-2 で提案したモデルにおいて、各系内、系間はすべて双方向的に連絡して
いた。ここでは視覚バッファ内に焦点を当てたフィードバック機能について逆階層説
（Reverse Hierarchy Theory, RHT）の主張を紹介する。より高次の脳領域からのトップ・
ダウン機能については次の節で触れる。

図Ⅱ-9. Treisman (1986) の特徴統合説
A. 順階層的な考え方
視覚系の神経生理学的な研究の主流は網膜の神経節細胞から外側膝状体、一次視覚野さ
らには上位の視覚野へと上行するフィードフォワードの系の研究が主流だった（図Ⅱ-2）
。
視覚の心理学的な研究は、必ずしも厳密な生理学的な対応を必要としないが、そのような
考えに沿ったものだろう。ここでは Treisman の特徴統合説（feature integration theory,
FIT）を簡単に説明しておく。Treisman (1986) は Neissar (1967) の考えに基づき、視覚
を前注意 pre-attentive と注意の２段階に分ける。前注意の段階では諸特徴が抽出される。
注意の段階では、空間のある点に注意のスポットライトが当てられ、そこで特徴の統合
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binding が成立する。それにより対象の一時的なファイルができ、再認ネットワークで比較
照合され、合致するものがあれば名前が付与される（図Ⅱ-9）。ここで意識的な気づき
conscious awareness が生ずる。FIT は注意を梃子に特徴統合 binding を説明した理論であ
る。
Treisman は前述 2 つの段階に対応するものとして、２種類の視覚探索があると考える。
一つは前注意段階に関連する特徴探索 feature search で、pop-out search ともいう。注意
段階に対応するのは、複数の特徴が関連する結合探索 conjunction search で、serial search
ともいう。図Ⅱ-10 左に示すように、前者ではターゲットは容易に検出でき、検出の反応時
間は周囲の妨害刺激の数に依存しない。一方、後者（図Ⅱ-10 右）では各刺激をチェックす
る必要があり、妨害刺激が増えると検出の反応時間も増加する。FIT の前注意段階は視覚の
初期バッファ、注意段階は高位のバッファの活動を反映すると考える。

図Ⅱ-10. 視覚探索の 2 つのタイプ。左では O か X が、右では黄土色の四角が標的。
Wikipedia を参考にした
B. 逆階層説（reverse hierarchy theory: RHT）
このような順階層的な考えと異なる主張をするのが、フィードバック機能を強調する逆
階層説（RHT）である。図Ⅱ-2 の各領域の矢印を逆の向きに変えたフィードバック経路の
役割を重視する。ここでは Hochstein & Ahissar (2002) の説を紹介する。この説は次の 3
点から視知覚には二つの異なるモードがあることを主張する。１）早い全般的な知覚と遅
い詳細な知覚、２）非意識的 implicit で時には自動的な知覚と意識的 explicit で注意が関係
する知覚、３）新しい事態に転移する知覚学習と訓練事態に特異的な知覚学習。このモー
ドの違いを視覚バッファ内のフィードバックとフィードフォワードの機能で説明する。
1. 早い全般的な知覚と遅い詳細な知覚
逆階層説によると、われわれが対象を一瞥した時に捉えるものは、視覚バッファの高次
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のレベルの活動が反映されたものである。われわれは直線や色、カーヴをみるよりも「机」
、
「花」をみる。ただし、細部は十分には知覚されない。これは低次の視覚バッファから非
意識的にフィードフォワードされた視覚情報が高次の領域に到達した結果を反映すると考
えられる。テレビなどでしばしば紹介される「変化の盲目 change blindness」はそのよい
例である。実験的には短時間で次々に刺激を提示する急速連続視覚提示 rapid serial visual
presentation, RSVP 手続きが利用される。この手続きで、哺乳類の例といえば犬といった
基本的なカテゴリは知覚可能である。高次バッファの広い受容野をもったカテゴリ・ニュ
ーロンは、注意の拡大、対象の空間位置や大きさ、異なる視点への汎化に適している。
一方、遅い詳細な知覚は、高次の領域から初期の感覚バッファへの意識的なフィードバ
ック機能によると考えられる。受容野の小さな初期バッファのニューロンは注意の焦点化
に適しており、詳細な知覚を支えている。注意の焦点化では「木を見て森を見ず」的な盲
目現象 inattentional blindness が生じる。
2. 視覚的探索
視覚的探索には自動的なポップ・アウトと意識的な系列的 serial の二つの探索モードが
あると言われている（図Ⅱ-10）
。Treisman (1986) の特徴統合説では、ポップ・アウト探
索は初期バッファ（第 1 次から第 3 次視覚野）で行われると考えた。ところが、逆階層説
は異なる解釈をする。ポップ・アウト探索は高次のバッファの大きく、広がりのある注意
を反映し、素早い全般的な知覚の一例であると考える。確かに、表情や自分の顔といった
高次の視覚情報はポップ・アウトする
（Ohman et al., 2001; Tong & Nakayana, 1999 など）
。
一方、系列的な探索は遅い詳細な知覚の一例であり、初期のバッファが重要な役割を果
たす。受容野が小さい初期バッファのニューロンが焦点化された注意に適していることは
上で述べた。おそらく、高次バッファに情報を送ってきた初期バッファの領域にトップ・
ダウン的にフィードバックすることにより、系列的な探索がなされると考えられる。
２つの探索に関する脳画像研究があるが（Leonards et al., 2000）、ポップ・アウト探索
は後頭部の視覚領野と頭頂葉に活性がみられ、高次の視覚バッファの関与が推測される。
一方、系列的な探索では前頭葉の前頭眼野、頭頂葉、初期の視覚バッファを含む領域で広
範囲かつより強い活性がみられている。これらの結果は逆階層説と矛盾しない。
3. 知覚学習
知覚学習ではその内容によって学習の転移、汎化に差が出る。速い、容易な知覚学習は
転移するが、遅く、難しい学習は訓練された空間条件に特異的で、転移しにくい。転移の
程度は訓練に関係するニューロンの受容野特性に依存するようだ。逆階層説は前者の知覚
学習は上位の視覚バッファで、後者の学習は初期バッファで成立すると考える。そして、
両学習の間には段階的 cascade な関係があり、容易な学習が先に成立し、続いて難しい学
習が成立する。知覚学習については Ahissar & Hochstein (2004) の総説があるので、参照
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されたい。
最後に従来の feedforward 的な考えと逆階層説の feedback による考えの違いの一部を表
Ⅱ-1 にまとめた。
表Ⅱ-1 従来の考えと逆階層説の違い。Hochstein & Ahissar (2002)より

4. その他の逆階層的な考え方
Wolfe (2003) の guided search は conjunction search でフィードバックの重要性を主張
している。この説では初期視覚として詳細なイメージ（マップ）が作られる。そして、前
注意的に大雑把な特徴の抽象化が行われる。以上はフィードフォワード的な過程である。
Search 課題の要請により、抽象化のマップから初期視覚のマップへ適当な刺激を選択する
ためのフィードバック機能が発揮され、対象が認識される。この過程は注意を必要とする
過程である。特徴統合説と逆階層説を統合した印象である。
逆階層説と関係のない文脈で行われた研究だが、Noguchi et al. (2012) は脳磁図で刺激
の気づき awareness と視覚領野などの活動を検討した。気づきに関連した活動は先ず高次
の視覚バッファでみられ、その後初期の視覚バッファやその他の脳領域に活動が広がるこ
とを報告した。また、輪郭の統合に関して、LOC と V1 の関係を検討した ERP による
Shpaner et al. (2013) の研究は、統合が高次の LOC で先ず生じると報告した。これらは
Hochstein & Ahissar (2002) の逆階層説と整合的な結果である。
C. Predictive coding
逆階層説よりもはるかに本質的で知覚、認知、運動制御、行為、情動、動機づけ、社会
認知など脳機能を統一的に理解しようとする predictive coding の考えがある（例えば、
Clark, 2013。心の理論を predictive coding から考える論考もある、Koster-Hale & Saxe,
2013）
。いずれ稿を改めて紹介したいと考えている。この考えによると、脳の機能の核心は
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入力の予測と、予測と実際の入力との差、予測誤差 prediction error を最小にする点にある。
予測が正しければ誤差は少なくなる。階層的な双方向性のモデルを考えるが、各層におい
て予測と予測誤差の最小化が行われる。その際、予測は上位から下へ top-down あるいは
feedback 的により行われ、下位からの bottom-up あるいは feedforward の系は予測誤差を
上へ送る。これは情報圧縮の考えを適用したものだが、従来の考えと大きく異なる。この
考 え は 予 測 を 強 調 す る の で 、 経 験 や 学 習 な ど 適 応 的 過 程 を 前 提 と し て い る 。 MMN
(mismatch negativity, Wacongne et al., 2012), repetition suppression (Summerfield et al.,
2008)、視野闘争（Hohwy et al., 2008）、両義図形（Wang et al., 2013）
、群化、パターン
化（Murray et al., 2002）
、予期や期待を操作した実験（Melloni et al., 2011）などで検討
されている。
なお、
皮質に error unit と representation unit の存在を仮定するが
（図Ⅱ-11）
、
それらの units も予測と誤差の神経機構もまだ同定されていない。Shipp et al. (2013) は
predictive coding のためにあるべき回路網を考えているが、まだ推測の状態である。

図Ⅱ-11. Predictive coding の考え方。E: error unit, R: representation unit. Summerfield
& Egner (2009) Trends in cognitive sciences, 13:403-409 より引用。
いくつかの研究を紹介する。predictive coding の考えによると、期待、予期といった
top-down の機能は一次視覚野などの初期の視覚バッファで、入力情報に影響を与えると考
える。Kok et al. (2013) は fMRI で記録した初期バッファの活性から入力情報を再現
decoding することができること、そして再現結果が期待の影響を受けることを示した。初
期視覚バッファで top-down と bottom-up の情報の統合が起こっているようだ。
Alink et al.
(2010) はβ運動が予期可能な時には、そうでない時と比較して、一次視覚野の活性が低下
し、少ない神経活動で処理できることを示した。Egner et al. (2013) は、刺激の特徴（顔/
家）
、期待を 3 段階に変化させ、FFA の活性を計測することにより、predictive coding 説と
feature detection 説の比較を行った。結果は期待が大きい時には FFA の活性が低下し、
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predictive coding 説の予測に合致した。
Summerfield et al. (2008) は試行毎に顔刺激対が変わる trial-unique 条件で、顔の対で
同じ顔が繰り返される Rep 試行と変わる Alt 試行を用意し、
Rep 試行が多い Rep ブロック、
Alt 試行が多い Alt ブロックを設けた。すなわち、Rep ブロックでは反復が予期され、Alt
ブロックでは反復は逆に rare, surprise になる。その結果、Rep 試行で顔領域 FFA の活性
が落ちる suppression が見られること、Alt ブロックでは suppression が減少することを報
告した。
最近、de Gardelle et al. (2013) は紡錘状回顔領域（FFA）の fMRI データに MVPA を適
用して、刺激反復により活性が低下する voxel（RS）と亢進する voxel（RE）が同時に存
在することを明らかにした。RS は予測誤差に、RE は予測に関係すると考えている。FFA
の RS, REvoxel と上位（中側頭回, MTG）、下位（中後頭回, MOG）領域との機能結合を検
討して、結合の方向性を検討した。その結果、抑制に関係する RSvoxel は REvoxel よりも
MOG との結合が強く、MTG との結合は RS と RE で差がなかった。著者らはこの結果を
predictive coding 説に整合的と考えている。説明が分散してしまうが、この結果は本章の
Ⅳで述べる Kok et al. (2012a) の、期待により活性は低下するが decoding (MVPA)の成績
は良くなる、という結果とともに predictive coding における error unit と representation
unit の関係の理解の手がかりになるかもしれない。
Wang et al. (2013) は Rubin の杯など両義図形でみられる bistable な知覚の脳内機序を
fMRI データに MVPA を適用して検討した。両義図形の知覚では単純な図形に比較して、
前頭葉、頭頂葉、側頭葉など高次領域の top-down の活性と視覚領野の bottom-up の活性
の両者が高まっていた。両義図形を間欠的 intermittent に提示する条件は、switching 率を
下げ知覚記憶痕跡の関与を予想させる。この条件では高次領野の top-down の影響が高まり、
視覚領野の bottom-up の活性は低下した。これらの結果は高次領野－視覚バッファの間の
結合性の変化にも反映されていた。この研究は predictive coding 説と親和性が高く、視野
闘争研究との関係は興味深い。今後の研究が期待される。
D. 情報統合機能の神経科学的基盤
フィードバック機能の神経科学的研究を述べる前に、情報の統合に関連するいくつかの
基本的な事実を紹介する。
1. 背側、腹側系間の連絡
感覚統合のために、背側系と腹側系はインタラクトする必要がある。外側膝状体の P, M,
K チャンネルの入力は V1 の中で相互に連絡している（Nassi & Callaway, 2009）
。これは
情報の統合に役立つだろう。
2. 水平結合
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V1 の水平結合は 2,3 層に多くみられ、類似した反応特性をもつニューロンを選択的に結
んでいる。したがって、ブロッブ外のニューロンは同じくブロッブ外のニューロンと結び
つく。また、右眼優位で水平方位に選択的なコラムのニューロンは、近傍の同じ眼優位、
同じ方位のコラムのニューロンと結びつく。
水平結合には興奮性と抑制性の結合があるが、当該ニューロンから 100 ミクロンの範囲
は興奮性、その外 350 ミクロンの範囲は抑制性の結合である。これらも情報の統合に役立
つと考えられている。
3. 活動同期
情報統合とさらに密接に関連する事実がある。Engel et al. (1992) は V1 の 2 つのニュー
ロンの受容野を跨ぐような長い長方形で刺激する条件と、それぞれの受容野を個別的に短
い 2 本の長方形で刺激する条件で、二つのニューロンの活動の相互相関を比較した。その
結果、前者の条件で活動の動機が高まることを見出した。ある一つの共通の視覚対象を受
容するニューロンは活動を同期させており、これが対象の統合に役立っている可能性があ
る。ゲシュタルト心理学のプレグナンツの法則の神経基盤になるかもしれない。
さらに上位の中枢の関与が予想されるが、Lamme & Roelfsema (2000) も類似した現象
を報告している。かれらは 2 本の曲がった線分の一方に注意し、他方は注意をしない条件
を設けた。V1 のニューロンはその受容野が注意されている線分を含む時は、注視されてい
ない線分を含む時より、活動が大きいことを見出した。対象が一つのまとまりとして捉え
られていることを示唆する。
また、Fries (2005) は脳波による研究で communication-through-coherence (CTC) 仮説
と binding-by-synchronization (BBS) 仮説を提唱して、例えば注意が、初期バッファと高
次バッファの間のガンマ帯域の活動の同期により達成されると主張する。同期する活動の
間では情報の交換が有効に行われると考えられる。Bosman et al. (2012) サルの注意の研
究で、第 1 次視覚野（V1）と第 4 次視覚野（V4）のガンマ帯域の同期でこの点を確認して
いる。ただし、同期の方向性は V1→V4 が強いと報告している。両領域のインタラクショ
ンについてはさらに検討が必要だろう。なお、この視覚バッファ内の活動同期は記憶系と
感覚系、認知制御系と感覚系などの間のボトム・アップ、トップ・ダウンのインタラクシ
ョンの基盤になるかもしれない。最近目にとまった CTC, BBS 関連の論文をあげておく。
この章のテーマを超えているが、Buschman et al. (2012) はサルの前頭前皮質と rule、
Grothe et al. (2012) はサルの V1-V4 と注意、Salazar et al. (2012) はサルの前頭－頭頂皮
質とワーキング・メモリ、Staudigl et al. (2012) は視床－皮質などと長期記憶の想起の関
係、Guitart-Masip et al. (2013) は側頭葉内側部と前頭前野で意思決定の関係を脳磁図によ
り検討している。
E. フィードバック機能の神経科学的研究
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1 . 冷却 cooling と磁気刺激 TMS による研究：視覚的な awareness
Hupe et al. (1998) は動く刺激に関係する第 5 次視覚野（V5）の冷却が一次視覚野から
三次視覚野（V1-V3）の活性を低下させることをサルで見出した。V5 からのフィードバッ
クが初期の視覚バッファの機能を高めていることを予想させる。フィードバックの活動を
模して V5 に閾上の磁気刺激を与え、25 ミリ秒後に閾下の刺激を V1 に与えると、動きの閃
光感覚が減少し、静止した閃光感覚が増加した（Pascual-Leone & Walsh, 2001）
。V1 の刺
激が V5 からのフィードバック機能を妨害したと解釈された。この点を Silvanto et al.
(2005) がさらに詳しく検討している。V5 を閾下刺激し、40 ミリ秒後に V1 に閾上刺激を
与えると、閃光刺激は動いて見えた。これらの結果は視覚的な動きの気づき awareness に
V5 から V1 へのフィードバック、逆投射 backprojection、そして V1 の活動が重要である
と解釈された。Koivisto et al. (2014a) は形の意識的な知覚に、刺激提示後 90 ms 辺りで生
じる第 1，2 次視覚野（V1/V2）と後部頭頂間溝の間の反回的な相互関係が重要と考えてい
る。マスキングと脳波による研究だが、Koivisto et al. (2014b) はフィードフォワードの系
でカテゴリ判断が十分に行えない状況ではフィードバックの系がカテゴリ化を支えるとし
た。
表Ⅱ-2. 各脳領域の視覚刺激への反応潜時 ms。左は最短潜時、右は平均潜時の順序
Lamme & Roelfsema (2000) の表を改変（単位 ms）
V1
MT
FEF
7a
MST
SMA
V3
PFC
SEF
V2
TE3
TAa
PMC
TEm
TEa
TPO
V4
8a
7ip
TS
Ipa
Pga
OFC
TE2
M1
TE1
ERC

脳領域
最短潜時 平均潜時
一次視覚野
35
72
MT野
39
76
前頭眼野
43
91
下頭頂小葉後部
44
129
MST野
45
74
補足運動野
48
124
三次視覚野
50
77
前頭前野
51
141
補足眼野
52
115
二次視覚野
54
84
下側頭葉後部
57
109
上側頭溝上壁
57
144
運動前野
57
127
下側頭葉内側部
59
114
上側頭溝下壁
59
123
上側頭溝上壁
60
117
四次視覚野
61
106
前頭眼野前部
63
96
頭頂間溝
64
92
上側頭回
67
139
上側頭溝下壁
68
128
上側頭溝底部
69
125
眼窩前頭部
80
152
下側頭葉前上部
83
123
一次運動野
85
150
下側頭葉前下部
86
143
嗅内皮質
100
158

V1
MST
MT
V3
V2
FEF
7ip
8a
V4
TE3
TEm
SEF
TPO
TEa
TE2
SMA
Pga
PMC
Ipa
7a
TS
PFC
TE1
TAa
M1
OFC
ERC
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脳領域
最短潜時 平均潜時
一次視覚野
35
72
MST野
45
74
MT野
39
76
三次視覚野
50
77
二次視覚野
54
84
前頭眼野
43
91
頭頂間溝
64
92
前頭眼野前部
63
96
四次視覚野
61
106
下側頭葉後部
57
109
下側頭葉内側部
59
114
補足眼野
52
115
上側頭溝上壁
60
117
上側頭溝下壁
59
123
下側頭葉前上部
83
123
補足運動野
48
124
上側頭溝底部
69
125
運動前野
57
127
上側頭溝下壁
68
128
下頭頂小葉後部
44
129
上側頭回
67
139
前頭前野
51
141
下側頭葉前下部
86
143
上側頭溝上壁
57
144
一次運動野
85
150
眼窩前頭部
80
152
嗅内皮質
100
158
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2. 視覚情報の到達時間
フィードバックは視覚情報がある脳領域にフィードフォワード的に到達した後に戻る過
程とその効果を問題にするので、時間的な要素は無視できない。Lamme & Roelfsema
(2000) がサルの脳の各領域における応答潜時を表にまとめている（表Ⅱ-2）
。V1 と V5/MT
が最も早く視覚刺激に反応する。V5/MT の反応は網膜－外側膝状体－V1－高次視覚野とは
異なる系を通って到達したものだろう。
最近、Oppermann et al. (2012) は ERP 研究で、高次の視覚機能を反映するガンマ帯域
反応が前頭葉、側頭葉、後頭葉のネットワークに刺激提示後 70 ms で出現することをみた。
早い段階で高次の視覚バッファや連合野が活性化していることが分る。
3. 図と地
ここで問題にするフィードバック関連の現象は、受容野周囲の刺激が持つ抑制効果周辺
抑制 surround suppression で、刺激文脈依存性と呼ばれている。この現象は前注意段階に
おける重要な機能と考えられている図と地の分離、特徴探索あるいは pop-out search に関
連する。言い換えると、初期知覚過程にすら高次バッファからのフィードバックが重要な
役割を果たしている可能性がある。福田と佐藤（2002）は視野の中央に横縞のパターンを
提示し、その周囲に様々な角度の縞刺激を提示した。ネコの V1 のニューロンは中央の横縞
単独の時に最も反応が強く、周囲の縞刺激が中央と同じ横縞の時に反応はもっとも低下し
た。周囲の刺激が中央の刺激に直交する角度の時に反応は中央単独に近い値となった。こ
の刺激文脈依存性は図と地の分離の基盤にある神経過程と思われる。
Smith (2006) によると、刺激文脈依存性は外側膝状体からの興奮性入力の減少、V1 内
の水平結合による統合、高次視覚野からのフィードバックが関係する。ここではその中の
フィードバックに着目する。
4. 刺激文脈依存性の神経科学的研究
Lamme & Roelfsema (2000) はかれらの刺激文脈依存性の研究をまとめている。かれら
は図Ⅱ-12 に示すような、方位が直交する斜線による図と地の刺激 A と、図の斜線の方位に
よる一様の刺激 B を作成した。記録したサルの V1 ニューロンは地の斜線の方位が適刺激
である。刺激 A の地の部分（c）と刺激 B（f）の比較では、当然刺激 A の地で反応が強い。
受容野に両方向の斜線が含まれる刺激 A の図と地の境界部分（b）では、刺激 B（e）への
反応と比較して活動の上昇が大きい。一方、刺激 A の図の部分（a）と刺激 B（d）を比較
すると、両者は同じ方位であるが、刺激 A の図への反応が大きい。最後の条件で、反応の
増強がみられる潜時は 100ms を越えていた。かれらは上位のバッファからのフィードバッ
ク入力がこの増強に関係すると考えている。
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図Ⅱ-12. 周辺抑制の実験。Lamme & Roelfsema (2000) を改変した。
V1cRF は V1 の古典的な受容野
Grinvald et al. (1994) は光学的測定により、中心部への刺激による興奮、周辺部への刺
激による抑制が広がっていく様子を可視化した。230ms で興奮、抑制のピークを示してい
る。この両者を組み合わせると、単純な加算よりは興奮のピークが低下し、抑制性の相互
作用がみられた。また、図Ⅱ-13 に示すように、かれらは 2，3 層の 1cm x 1cm の活動がど
のような広がりを見せるか検討したが、V1 と V2 の境界付近では、それは楕円形の広がり
となり、ピーク値の 14％のレベルで長径は 5cm 程度になった。その範囲には 250 個の blob
と 10,000,000 個のニューロンが含まれる。このように大きな広がりに影響を与えるものと
して、V1 の水平結合がカバーする範囲は小さすぎるかもしれない。図Ⅱ-14 に示すように、
上位のバッファのニューロンからのフィードバックは広い範囲に及ぶ。刺激文脈依存性を
考える時に考慮すべきだろう。
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図Ⅱ-13. 活性の広がり。Grinvald et al. (1994) J Neurosci, 14:2545-2568 より
5. マスキングによるフィードバックの研究
Fahrenfort et al. (2007) はバックワード・マスキングの手続きにより、初期バッファに
上位からのフィードバック入力がある時間帯にマスキング刺激を提示し、その影響を事象
関 連 電 位 ERP で 測 定 し た 。 か れ ら は フ ィ ー ド フ ォ ワ ー ド の 時 間 帯 を 刺 激 提 示 後
78ms-109ms とし、それ以後をフィードバックに関連する時間帯とした。かれらはマスキ
ングがない条件で、フィードフォワードに関連する電位変化と、2 つのフィードバック関連
電位を同定したが、マスキング条件では 2 つのフィードバック関連の電位変化は消失し、
最初のフィードフォワードの電位のみが残った。かれらはこの結果はフィードバック入力
の重要性を示すものと考えている。Wyatte et al. (2012) もマスキング実験で、フィードバ
ック入力が対象の認知に重要であると主張している。
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図Ⅱ-14. 上位のバッファ（MT, V3, V2）のニューロンからの V1 へのフィードバックの範
囲。Angelucci et al. (2002) 改変。SF: summation field
6. その他
Williams et al. (2008) は視野の周辺部に 3 種類の人工的な 3 次元物体の像を提示した。
その刺激は V1 の周辺視野に対応する領域に刺激特異的な活性を引き起こした。それらの刺
激は外側後頭複合領域（LOC）を活性化したが、それは提示位置とは無関係で刺激特徴的
だった。ところが興味深いことに、刺激が提示されることがない中心視野対応領域にも LOC
と同じ刺激特徴的な活性がみられた。からえらはこれを LOC から V1 へのフィードバック
によるものと考えている。
同様な V1 への広範囲な top-down の影響を顔の表情、
性の弁別実験が示した（Petro et al.,
2013）
。この実験では顔の眼と口の部分が覆われている。眼球が固定されているため、眼と
口を処理している V1 の領域を同定できる。この領域とそれ以外の V1 領域の fMRI データ
を利用して decoding 研究を行ったが、眼と口領域、それ以外のすべての領域で表情、性の
分類が可能だった。眼と口を処理していた領域以外の V1 の広い領域が紡錘状回顔領域から
のフィードバック、眼窩前頭部、扁桃核などからの顔処理結果の top-down 入力を受けると
考えられる。なお最近、Muckli & Petro (2013) がこの観点からの総説を書いている。読ま
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れることをお奨めする。
最近、Fahrenfolt et al. (2012) は awareness のある顔刺激とない顔刺激にたいする脳の
反応を fMRI と ERP で検討した。その結果、両刺激ともに顔関連領域に同じような活性を
引き起こした。しかし、awareness のある顔のみが脳活性の広範な亢進と神経の振動の同
期 oscillatory synchronization の変化、初期と高次の視覚バッファの間の機能結合の増加を
引き起こした。意識的な顔の知覚には顔カテゴリへの tuning を超えた、持続的な情報の統
合、binding が必要と結論している。活動同期の重要性については、下で簡単に触れる。
F. おわりに
Hochstein & Ahissar (2002) によるとフィードバックは情報を送ってきた初期のバッフ
ァの領域に向けられる。それにより対象の意識的な知覚が生じるのだろう。しかし、この
Williams et al. (2008) の結果はフィードバックが、刺激の特徴をとらえるのに適している
中心視の領域にも向けられたことを示している。連合皮質などからのトップ・ダウン機能
の類似した広がりは以下で紹介するが、注意（Serences & Boynton, 2007）
、ワーキング・
メモリにおける維持（Ester et al., 2009）でもみられており、適応的と考えられる。
Treisman は注意を梃子にして特徴統合 binding の問題の説明を試みた。特徴の統合には
広い受容野をもつ上位のバッファのニューロンが有利だろう。上位からのフィードバック
も初期バッファの広い範囲をカバーしている。次に述べる連合野などからのトップ・ダウ
ン機能が有効に機能するのは、その基盤に視覚バッファ内のフィードバック機能があると
思われる。その点を Al-Aidroos et al. (2012) が検討した。かれらは fMRI の記録から顔や
風景刺激による誘発成分を除いた残差成分で background connectivity を抽出した。FFA,
PPA などの対象特異領域と V4-V1 のより下位のバッファの間の背景的な結合性が、トッ
プ・ダウン機能である注意により増加することを示した。すなわち、注意により、対象特
異的な領域のある高次バッファとより低次なバッファの coupling が増加した。
以上、逆階層的な考えからは、例えば図と地の分離がそうであったように、上位バッフ
ァからのフィードバックが特徴の再統合に重要な役割を果たすと考えられないのだろうか。
分析から統合へという興味、研究の流れの中で、全体性や構造を重視するゲシュタルト心
理学が明らかにした知見を脳研究からとらえ直す試みは、必要なものではないだろうか
（Gilbert & Sigman, 2007）。フィードバックの立場からではいないが、Zeki & Stutters
(2013) はそれぞれ色、動きに関係する V4, V5 が、それぞれ色、動きによる刺激の群化に
も個別的に関係し、それは頭頂葉の頭頂間溝領域でも維持されると報告している。
なお、predictive coding 説の今後の発展は注視する必要があるだろう。

31

第 2 章 感覚・知覚 (ver. 6, last)
小嶋祥三
Ⅳ．連合野などからのトップ・ダウン機能：期待・予期、イメージ生成、注意、記銘、想
起、維持
ここで述べるトップ・ダウン機能は第 1 章・認知神経科学で述べた全体的な枠組みにお
ける認知制御機能の例である。第 6 章で再び述べることになるが、個々の具体的な例は各
章で紹介する。前頭－頭頂の認知制御系から高次の感覚バッファである MT 野、V4 へのト
ップ・ダウン経路に関して、サルの研究がある（Ninomiya et al., 2012）。主溝の腹側に関
していうと、異なる細胞がそれぞれ MT と V4 に連絡している。
A. 期待、予期と感覚バッファ
Bollinger et al. (2010) は顔と家のワーキング・メモリ課題で、テスト刺激として顔や家
が確実に提示される条件を設けた。この条件では、実験参加者は顔（家）の出現を期待し、
予期している。この時、前頭連合野と紡錘状回顔領域（海馬傍回場所領域）の間の機能結
合が増加することを報告した。ワーキング・メモリ課題の解決に必要な脳領域の機能的な
結びつきが強まり、課題解決を容易にする。この結果は、認知制御系と感覚系の間の機能
的な関係の基本を示している。この点に関しては、認知制御系のところで再び述べる。
Kok et al. (2012a) は、期待が一次視覚野 V1 の刺激処理とどのように関係するかを、
fMRI データに MVPA を適用して検討した。
その結果、期待は V1 の活性を下げるが、MVPA
による予測の的中率は増大させた（図Ⅱ-15）。かれらは期待が感覚表象を sharpening する
ことにより知覚を促進すると考えている。この結果は predictive coding 説と整合的である。

図Ⅱ-15. 期待が V1
の活性と MVPA の成
績に与える影響。期待
は V1 の活性を下げる
が、MVPA の成績を
上げている。Kok et
al. (2012a) Neuron,
75:265-270 を改変
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なお、期待や予期、下で述べる注意は既に述べた predictive coding と異なる説明をする
が、これらの関係を検討し、統合的に扱う試みが predictive coding の側からなされている
（Kok et al., 2012b; Jiang et al., 2013）。稿を改めて紹介したいと考えている。
B. イメージ生成と感覚バッファ
われわれはものを見て知覚する時には当然下位から上位の視覚バッファを使用する。で
は、それらのみたものを心の中でイメージする（視覚的イメージ生成）ときには、視覚バ
ッファは使われるのだろうか。Kosslyn et al. (1995) はその点を検討し、第一次視覚野など
下位の視覚バッファも利用されることを示した。大きなものをイメージするときには一次
視覚野の奥の方まで利用されるように、視野再現があるとした。
顔領域など対象特異的な領域を利用した研究はイメージ生成における視覚バッファの利
用がより明確に示されている。紡錘状回顔領域と海馬傍回場所領域はそれぞれ顔や建物な
どをみると活性化するが、顔や建物をイメージするときにも、レベルは異なるが、確かに
活性化した（O’Craven & Kanwisher, 2000）
。有線領外身体領域（EBA）の運動のイメー
ジ生成に対する反応は図Ⅱ-7 を参照されたい。対象特異的な領域の関与は多くの研究で確
認されているが、Kosslyn らが見出した一次視覚野など下位の領域の関与に関しては否定的
な結果もある（Roland & Gulyas, 1994 ; D’Esposito et al., 1997）
。しかし、次に述べる注
意と同様に、下位の視覚バッファも関与するようである。最近の事象関連電位の Page et al.
(2011) の研究などを参照されたい。
なお、decoding (MVPA) を用いて、視覚刺激で活性化した高次の視覚バッファの活動が、
それらの視覚刺激のイメージ生成で再現することを報告している（Stokes et al., 2009）
。最
近、Horikawa et al. (2013) は睡眠中のイメージ生成（夢）の内容を fMRI で記録した視覚
領野の活動に decoding を適用して明らかにすることに成功した。
C. 注意と感覚バッファ
注意は重要な認知的制御機能であり、前節でも一部述べたが、注意は感覚刺激が引き起
こすボトム・アップ的、自動的な注意と、前頭葉、頭頂葉からの制御に基づくトップ・ダ
ウン的、意志的、意図的な注意がある。注意に 2 つ種類があることは多くの研究者が認め
ている（例えば、Corbetta & Shulman, 2002。しかし、Awh et al., 2012 は批判的である）
。
この点は Treisman の２つの視覚探索課題と関係するが、認知的制御のところで述べる。
ここでは、感覚バッファがトップ・ダウン的な注意でどのように活動を変えるかについ
て述べる。Vuilleumier et al. (2001) は顔と家を同時に提示し、一方に注意を向けさせた。
その結果、顔に注意している時には紡錘状回の顔領域が、家に注意している時には海馬傍
回の場所領域の活性が高まった。注意に関しても、その影響がどこまで及ぶのかという点
が問題になっている。Kastner et al. (1999) は、注意の影響は一次視覚野には及ばないと
いう結果を出したが、O’Connor et al. (2002) は注意の効果は外側膝状体にまで及ぶことを
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示した。したがって、当然一次視覚野にも注意の影響はみられると予想される。事実、
Kamitani & Tong (2005) は decoding (MVPA)で一次視覚野に注意の影響が及ぶことを示
した。
Serences & Boynton (2007) は同じ MVPA で注意の効果の広がりを検討した。かれらは
両視野に提示された一方の刺激の動きに注意させた。注意の位置と受容野が一致するとき
は当然 V1 から前頭眼野（frontal eye field, FEF）に及ぶ視覚関連の 8 領域で推定に成功し
た（図Ⅱ-16 左）
。ところが、注意が対側に向けられていても V4, V5 (hMT) など 4 領域で
推定できた（図Ⅱ-16 中）
。さらに同じく注意が対側に向けられ、受容野には刺激がない条
件でも V1 と FEF を除く 6 領域で推定が可能だった（図Ⅱ-16 右）。このことは、特徴特異
的な注意の効果は刺激のない広い視野に広がり、行動的に重要な刺激の検出や処理を促進
する適応的な意味をもっている。Jehee et al. (2011) はある空間位置への注意は、その位置
にある刺激の特徴の処理を亢進するのか検討した。その結果、課題に関連する特徴のみ処
理が亢進した。そして、この特徴の処理の亢進は注意がむけられた空間位置を越えて広が
っていた。

図Ⅱ-16. 注意の効果。本文参照。Serences & Boynton (2007) Neuron, 55:301-312 より。
なお、最近 Saproo & Serences (2014) は注意が V1 と MT (V5) の間の視覚的な動きの情
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報の転送を向上させることを報告している。
D. 記銘と感覚バッファ
Gazzaley et al. (2005) は顔と風景を記銘する、無視する、受動的にみるの 3 つの条件を
設け、それぞれ紡錘状回顔領域、海馬傍回場所領域の活性を調べた。その結果、記銘する
条件で活性が最も強く、受動的な観察、無視の順序で活性は落ちて行った。このように、
視覚バッファは記銘という認知的制御機能の影響を受け活性が高まるが、記銘を効率的に
行い、想起を容易にするのに役立つだろう。記憶の実験ではしばしば忘却が起こり、それ
は記銘時の脳の活動に一因があるとする研究がある（事後記憶効果 subsequent memory
effect）
。これについては多くの研究があるが（たとえば、Takashima et al., 2006 の脳磁図
研究。Paller & Wagner, 2002; Kim, 2011 の総説がある）、記憶の章で再び述べる。
E. 想起と感覚バッファ
実験的に想起は再認、再生で検討されることが多い。Polyn et al. (2005) の自由再生の研
究は想起と視覚バッファの関係を見事に示している。この研究では有名人の顔、場所、も
のを各 30 項目記銘し、その後記銘時の順序に関係なく自由に再生させた。その結果、記銘
時に活性化した脳領域が再生時にも活発になった。顔は紡錘状回顔領域、場所は海馬傍回
場所領域、ものは中側頭回などである。このことは、再生が記銘時の脳活動の再活性であ
ることを示唆する。また、記銘時に活性が強いことは、想起に優位に働くだろう。
自由再生ではあるカテゴリの刺激が連続的にまとまって再生され（semantic clustering）
、
別のカテゴリに切り替わることが多い。その切り替わり前後の脳の活動を検討すると、数
秒前から次に再生されるカテゴリに関係する脳領域の活性が徐々に高まっていくのが分る。
行動実験では捉えにくい、興味深い知見である。なお、semantic clustering については
Manning et al. (2012) の研究があるので、参照されたい。
F. 維持と感覚バッファ
維持の機能は従来リハーサルと呼ばれてきたものに対応する。Ranganath et al. (2004)
は顔と家の遅延対連合課題 DPA と遅延見本合わせ課題 DMS の遅延期の活動を検討した。
DPA では特定の顔と特定の家の組み合わせを学習する。DMS では見本刺激の顔、家とテス
ト刺激の顔、家が同じであるかの判断を行う。DPA では顔が先行して提示されたり、家が
先行して提示されたりする。その結果、顔を維持している時には紡錘状回顔領域が、家を
維持している時には海馬傍回場所領域が遅延期に活性を維持した。
DPA は記憶のコード化に関して興味深い結果を示した。すなわち、顔→家の条件と家→
顔の条件の遅延期ではどちらの刺激カテゴリの活動が高いのだろうか。結果は後続する刺
激のカテゴリに関係する領域の活性が高かった。したがって遅延期には、それぞれ顔を見
たら家に置き換え、家をみたら顔に置き換えて後続刺激に備えていることが分かる（予期
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的コード化 prospective coding）
。
視覚バッファでは一般に遅延期の活動が低いが、Serences et al. (2009) は decoding
(MVPA) を利用し、斜線のストライプ・パターンと色のワーキング・メモリ課題で、V1
の活動からいずれの刺激が維持されているかを推定できた。Harrison & Tong (2009) も
V1-V4 で同じような結果を得た。最近、Christophel et al. (2012), Rigall & Postle (2012),
Xing et al. (2013) は遅延期の視覚バッファで維持されている content の decoding が可能
であることを報告した。Ester et al. (2009) は同じく decoding (MVPA) で維持の効果が
対側にも及ぶことを示した。これらは Serences & Boynton (2007), Petro et al. (2013) の
実験結果と符合する。
なお、遅延初期の視覚皮質への妨害的な磁気刺激（TMS）で視覚の短期的な記憶が阻害
されるとの報告がある（van den Ven et al., 2012）
。また、維持されている情報の重要性に
より、ヒトの第 5 次視覚野（MT+）への TMS の効果が異なる（Zokaei et al., 2014）
。
この他に、Song et al. (2012) は視覚的語形領域（VWFA）の活動が連合学習によりトッ
プ・ダウン的な影響を受けることを示した。以上は、主にトップ・ダウン機能による視覚
バッファの活性化について述べたが、注意やワーキング・メモリの負荷が高い状況では、
関連の刺激の処理が低下するという研究もある（Rees et al., 1997; Konstantinou et al.,
2012）
。また、この章では皮質下の役割について割愛した。サルの研究であるが、たとえ注
意による視覚バッファの活性化はみられても、中脳の上丘を不活性にすると成績が落ちる
（Zenon & Krauzlis, 2012）
。皮質下の役割も重要である。
以上述べた期待・予期、イメージ生成、注意、記銘、想起、維持が認知的制御系のトッ
プ・ダウン機能によるのなら、当然前頭－頭頂葉なども活性化している。Nelissen et al.
(2013) 注意における主に対象特異的な視覚バッファと前頭－頭頂皮質のインタラクション
について報告している。ただし、連合皮質の活性の機能はトップ・ダウン制御的なものか
視覚バッファの情報の読み出しだろうと考えている。Weilnhammer et al. (2013) は両義的
刺激の知覚（bistable perception）で、切り替え時に前頭－頭頂皮質が活性化することをみ
た。Mechelli et al. (2004) は顔、家、椅子などをイメージしている時に、前頭葉などが活
性化していることを示した。維持に関しても Gazzeley et al. (2004) の前頭前野と顔領域の
機能的結合の研究があるが、記銘や想起など記憶に関係する機能については記憶や認知的
制御の章で述べる。

36

第 2 章 感覚・知覚 (ver. 6, last)
小嶋祥三
引用文献
Aguirre, G.K. & D’Esposito, M. (1999) Brain, 122:1613-1628
Ahissar, M. & Hochstein, S. (2004) TICS, 8:457-464
Al-Aidroos, N. et al. (2012) PNAS, 109:14675-14680
Ales, J.M. et al. (2013) Neuroimage, 67:77-88
Alink, A. et al. (2010) JNS, 30:2960-2966
Allison, T. et al. (2000) TICS, 4:267-278
Amit, E. et al. (2012) BC, 80:201-213
Anderson, R.A. et al. (1997) ARNS, 20:303-330
Angelucci, A. et al. (2002) JNS, 22:8633-8646
Astafiev, S.V. et al. (2004) NNS, 7:542-548
Awh, E. et al. (2012) TICS, 16:437-443
Baldassano, C. et al. (2013) Neuroimage, 75:228-237
Bar, M. et al. (2001) Neuron, 29:529-535
Barton, J.J. et al. (2002) Neurology, 58:71-78
Bastin, J. et al. (2013) JNS, 33:10123-10131
Bettencourt, K.C. & Zu, Y. (2013) JCNS, 25:1711-1722
Bilalic, M. et al. (2011) JNS, 31:10206-10214
Binder, J.R. et al. (2000) CC, 10:512-528
Bollinger, J. et al. (2010) JNS, 30:14399-14410
Bosman, C.A. et al. (2012) Neuron, 75:875-888
Bracci, S. et al. (2010) JNP, 103:3389-3397
Bracci, S. et al. (2012) JNP, 107:1443-1456
Bracci, S. & Peelen, M.V. (2013) JNS, 33:18247-18258
Buschman, T.J. et al. (2012) Neuron, 76:838-846
Cant, J.S. & Goodale, M.A. (2011) JNS, 31:8248-8258
Cate, A.D. et al. (2011) BR, 1388-109-122
Cauchoix, M. et al. (2014) JNS, 34:846-854
Christophel, T.B. et al. (2012) JNS, 32:12983-12989
Cichy, R.M. et al. (2014) NNS, 17:455-462
Clark, A. (2013) BBS, 36:181-253
Cohen, L. et al. (2000) Brain, 123:291-307
Cohen, L. et al. (2002) Brain, 125:1054-1069
Cohen Kadosh, K. et al. (2013) NI, 69:11-20
Collins, H.R. et al. (2012) JCNS, 24:2428-2444
Corbetta, M. & Shulman, G.L. (2002) NRNS, 3:201-215
37

第 2 章 感覚・知覚 (ver. 6, last)
小嶋祥三
Çukur, T. et al. (2013) JNS, 33:16748-16766
Damasio, A.R. et al. (1982) Neurology (Ny), 32:331-341
David, N. et al. (2007) Neuroimage, 36:1004-1014
Davies-Thompson, J. et al. (2013) CC, 23:370-377
Dehaene, S. et al. (2005) TICS, 9:335-341
de Gardelle, V. et al. (2013) CC, 23:2235-2244
D’Esposito, M. et al. (1997) Neuropsychologia, 35:725-730
Dilks, D.D. et al. (2013) JNS, 33:1331-1336
Downing, P.E. et al. (2001) Science, 293:2470-2473
Downing, P.E. et al. (2006) CC, 16:1453-1461
Downing, P.E. et al. (2007) JNS, 27:226-233
Drucker, D.M. & Aguirre, G.K. (2009) CC, 19:2269-2280
Egner, T. et al. (2010) JNS, 30:16601-16608
Engel, A.K. et al. (1992) TINS, 15:218-226
Epstein, R.A. (2005) VC, 12:954-978
Epstein, R. & Kanwisher, N. (1998) Nature, 392:598-601
Epstein, R.A. & Ward, E.J. (2010) CC, 20:294-303
Ester, E.F. et al. (2009) JNS, 29:15258-15265
Ewbank, M.P. et al. (2013) CC, 23:1073-1084
Fahrenfort, J.J. et al. (2007) JCNS, 19:1488-1497
Fahrenfort, J.J. et al. (2012) PNAS, 109:21504-21509
Farah, M.J. (1984) Cognition, 18:245-272
Ferri et al. (2012) Neuroimage, 66:412-425
Freeman, J. et al. (2013) NNS, 16:974-981
Fries, P. (2005) TICS, 9:474-480
Fujita, I. et al., (1992) Nature, 360:343-346
福田淳、佐藤宏道（2002）脳と視覚－何をどう見るか。共立出版
Gao, Z. et al. (2013) HBM, 34:1783-1795
Gauthier, I. et al. (1999) NNS, 2:568-573
Gauthier, I. et al. (2000) JCNS, 12:495-504
Gazzeley, A. et al. (2004) CABNS, 4:580-599
Gazzaley, A. et al. (2005) JCNS, 17:507-517
Gilbert, C.D. & Sigman, M. (2007) Neuron, 54:677-696
Glezer, L.S. et al. (2009) Neuron, 62:199-204
Glezer, L.S. & Liesenhuber, M (2013) JNS, 33:11221-11226
Goesaert, E. & Op de Beeck, H.P. (2013) JNS, 33:8549-8558
38

第 2 章 感覚・知覚 (ver. 6, last)
小嶋祥三
Grill-Spector, K. (2003) COINB, 13:159-166
Grill-Spector, K. et al. (1998) Neuron, 21:191-202
Grill-Spector, K. et al. (1999) Neuron, 24:187-203
Grinvald, A. et al. (1994) JNS, 14:2545-2568
Gross, C.G. et al. (1969) Science, 259:100-103
Gross, C.G. et al. (1972) JNP, 35:96-111
Grothe, I. et al. (2012) JNS, 32:16172-16180
Gschwind, M. et al. (2012) CC, 22:1564-1576
Guitart-Masip, M. et al. (2013) JNS, 33:442-451
Haist, F. et al. (2013) Neuropsychologia, 51:2893-2908
Harris, R.J. et al. (2012) PNAS, 109:21164-21169
Harrison, S.A. & Tong, F. (2009) Nature, 458:632-635
Hasson, U. et al. (2001) JCNS, 13:744-753
Hasson, U. et al. (2002) Neuron, 34:479-490
Haxby, J.V. et al. (1999) Neuron, 22:189-199
Haxby, J.V. et al. (2001) Science, 293:2425-2430
Henson, R.N. et al. (2003) CC, 13:793-805
Hochstein, S. & Ahissar, M. (2002) Neuron, 36:791-804
Hohwy, J. et al. (2008) Cognition, 108:687-701
Horikawa, T. et al. (2013) Science, 340:639-642
Hupe, J.M. et al. (1998) Nature, 394:784-787
Ishizu, T. et al. (2009) NSL, 465:85-89
James, T.W. et al. (2013) JCNS, 25:455-465
James, T.W. & James, K.H. (2013) Neuroimage, 67:182-192
Jehee, J.F.M. et al. (2011) JNS, 31:8210-8219
Jiang, J. et al. (2013) JNS, 33:18438-18447
Kamitani, Y. & Tong, T. (2005) NNS, 8:679-685
Kanwisher, N. et al. (1997) JCNS, 9:133-142
Kanwisher, N. & Yovel, G. (2006) PTLSB, 361:2109-2128
Kastner, S. et al. (1998) Neuron, 22:751-761
Kietzmann, T.C. et al. (2012) JNS, 32:11763-11772
Kim, J.G. & Biederman, I. (2011) CC, 21:1738-1746
Koivisto, M. et al. (2014a) Neuroimage, 84:765-774
Koivisto, M. et al. (2014b) JCNS, 26:223-231
Kok, P. et al. (2012a) Neuron, 75:265-270
Kok, P. et al. (2012b) CC, 22:2197-2206
39

第 2 章 感覚・知覚 (ver. 6, last)
小嶋祥三
Kok, P. et al. (2013) JNS, 33:16275-16284
Konstantinou, N. et al. (2012) JCNS, 24:2199-2210
Kosslyn, S.M. et al. (1995) Nature, 378:496-498
Koster-Hale, J. & Saxe, R. (2013) Neuron, 79:836-848
Kriegeskorte, N. et al. (2007) PNAS, 104: 20600-20605
Kuhn, S. et al. (2010) JCNS, 23:214-220
Lai, J. et al. (2014) Neuropsychologia, 53:274-283
Lamme, V.A.F. & Roelfsema, P.R. (2000) TINS, 23:571-579
Leff, A.P. et al. (2001) Brain, 124:510-521
Leonards, U. et al. (2000) JCNS, 12:61-75
Liu, J. et al. (2002) NNS, 5:910-916
Liu, J. et al. (2009) Neuron, 62:281-290
Looser, C.E. et al. (2013) SCANS, 8:799-805
MacEvoy, S.P. & Yang, Z. (2012) Neuroimage, 63:1901-1908
Maguire, E.A. et al. (1998) Science, 280:921-924
Manning, J.R. (2012) JNS, 32:8871-8878
McGugin, R.W. et al. (2012) PNAS, 109:17063-17068
Mechelli, A. et al. (2004) CC, 14:1256-1265
Melloni, L. et al. (2011) JNS, 31:1386-1396
Mende-Siedlecki, P. et al. (2013) JCNS, 25:2086-2106
Moro, V. et al. (2008) Neuron, 60:235-246
Muckli, L. & Petro, L.S. (2013) COINB, 23:195-201
Mullin, C.R. & Steeves, J.K.E. (2013) JNS, 33:19243-19249
Murray, S. O. et al. (2002) PNAS, 99:15164-15169
Nasr, S. & Tootell, R.B.H. (2012) Neuroimage, 63:1743-1753
Nasr, S. & Tootell, R.B.H. (2012) JNS, 32:14921-14926
Nassi, J.J. & Callaway, E.M. (2009) NRNS, 10:360-372
Neissar, U. (1967) Cognitive Psychology. Prentice-Hall
Nelissen, N. et al. (2013) JNS, 33:16443-16458
Nestor, A. et al. (2011) PNAS, 108:9998-10003
Nestor, A. et al. (2013) CC, 23:1673-1684
Ninomiya, T. et al. (2012) JNS, 32:6851-6858
Noguchi, Y. et al. (2012) JCNS, 24:1983-1997
O’Connor, D.H. et al. (2002) NNS, 5:1203-1209
O’Craven, K.M. & Kanwisher, N. (2000) JCNS, 12:1013-1023
Ohman, A. et al. (2001) JPSP, 80:381-396
40

第 2 章 感覚・知覚 (ver. 6, last)
小嶋祥三
O’Keefe, J. & Dostrovsky, J. (1971) BR, 34:171-175
Oosterhof, N.N. et al. (2012) JCNS, 24:975-989
Oppermann, F. et al. (2012) JCNS, 24:521-529
Page, J.W. et al. (2011) BC, 75:141-146
Paller, K.A. & Wagner, A.D. (2002) TICS, 6:93-102
Park, S. et al. (2011) JNS, 31:1333-1340
Parvizi, J. et al. (2012) JNS, 32:14915-14920
Pascual-Leone, A. & Walsh, V. (2001) Science, 292:510-512,
Peelen, M.V. & Downing, P.E. (2005) JNP, 93:603-608
Peelen, M.V. & Downing, P.E. (2007) NRNS, 8:636-648
Peelen, M.V. et al. (2006) Neuron, 49:815-822
Peelen, M.V. et al. (2007) SCANS, 2:274-283
Peelen, M.V. et al. (2013) JCNS, 25:1225-1234
Peterhans,E. & von der Hyde, R. (1991) TINS, 14:112-119
Petro, L.S. et al. (2013) EJNS, 37:1130-1139
Pflugshaupt, T. et al. (2009) Brain, 132:1907-1917
Pitcher, D. et al. (2007) CB, 17, 1568-1573
Pitcher, D. et al. (2011) EBR, 209:481-493
Pitcher, D. et al. (2012) JNS, 32:15877-15885
Polyn, S.M. et al. (2005) Science, 310:1963-1966
Ranganath,C. et al. (2004) JNS, 24:3917-3925
Rees, G. et al. (1997) Science, 278:1616-1619
Renzi, C. et al. (2013) Neuroimage, 74:45-51
Riggall, A.C. & Postle, B.R. (2012) JNS, 32:12990-12998
Röder, B. et al. (2013) PNAS, 110:16760-16765
Roland, P.E. & Gulyas, B. (1994) TINS, 17:281-287
Rutishauser, U. et al. (2013) Neuron, 80:887-899
Sandberg, K. et al. (2013) JCNS, 25:969-985
Salazar, R.F. et al. (2012) Science, 338:1097-1100
Saproo, S. & Serences, J.T. (2014) JNS, 34:3586-3596
Schwarzlose, R.F. et al. (2008) PNAS, 105:4447-4452
Seghier, M.L. et al. (2012) Neuropsychologia, 30:3621-3635
Serences, J.T. & Boynton, G.M. (2007) Neuron, 55:301-312
Serences, J.T. et al. (2009) PS, 20:207-214
Shipp, et al. (2013) TINS, 36:706-716
Shpaner, M. et al. (2013) Neuroimage, 69:146-156
41

第 2 章 感覚・知覚 (ver. 6, last)
小嶋祥三
Silson, E.H. et al. (2013) NNS, 16:267-269
Silvanto, J. et al. (2005) NNS, 8:143-144.
Slotnick, S.D. & White, R.C. (2013) Neuroimage, 83:408-417
Smith, M.A. (2006) JNS, 26:3624-3625
Song, Y. et al. (2012) JNS, 32:12277-12283
Spiridon, M. & Kanwisher, N. (2002) Neuron, 35:1157-1165
Stansbury, D.E. et al. (2013) Neuron, 79:1025-1034
Staudigl, T. et al. (2012) Neuropsychologia, 50:3519-3527
Stevens, W.D. (2012) CC, 22:1935-1949
Stokes, M. et al. (2009) JNS, 29:1565-1572
Summerfield, C. et al. (2008) NNS, 11:1004-1006
Summerfield, C. & Egner, T. (2009) TICS, 13:403-409
Takashima, A. et al. (2006) Neuroscience, 139:291-297
Takahashi, N. et al. (1997) Neurology, 49:464-469
Takahashi, N. & Kawamura, M. (2002) Cortex, 38:717-725
Tanaka, K. et al. (1991) JNP, 66:170-189
Taylor, J.C. et al. (2007) JNP, 98:1626-1633
Taylor, J.C. et al. (2010) JNP, 103:1467-1477
Tong, F. et al. (1998) Neuron, 21:753-759
Tong, F. et al. (2000) CNP, 17:257-279
Tong, F. & Nakayana, K. (1999) JEP-HPP, 25:1016-1035
Treisman, A. (1986) SA, 114-125
Urgesi, C. et al. (2007) NNS, 10:30-31
van den Ven, V. et al. (2012) JNS, 32:4-11
van Koningsbruggen, M.G. et al. (2013) JNS, 33:7003-7010
Vass, L.K. & Epstein, R.A. (2013) JNS, 33:6133-6142
Verosky, S.C. et al. (2013) Neuropsychologia, 51:2100-2108
Vinckier, F. et al. (2007) Neuron, 55:143-156
Vocks, S. et al. (2010) CABNS, 10:422-429
Vogel, A.C. et al. (2012) CC, 22:2715-2732
Vuilleumier, P. et al. (2001) Neuron, 30:829-841
Wacongne, C. et al. (2012) JNS, 32:3665-3678
Wang, M. et al. (2013) PNAS, E3350-E3359
Weilnhammer, V.A. et al. (2013) JNS, 33:16009-16015
Williams, M.A. et al. (2008) NNS, 11:1439-1445
Wolfe, J.M. (2003) TICS, 7:70-76
42

第 2 章 感覚・知覚 (ver. 6, last)
小嶋祥三
Woodhead, Z.V.J. et al. (2014) CC, 24:817-825
Wyatte, D. et al. (2012) JCNS, 24:2248-2261
Xing, Y. et al. (2013) JNS, 33:10301-10311
Yovel, G. & Belin, P. (2013) TICS, 17:263-271
Yovel, G. & Kanwisher, N. (2005) CB, 15:2256-2262
Zeki, S. (1983) Neuroscience, 9:741-765
Zeki, S. & Stutters, J. (2013) Neuroimage, 73:156-166
Zenon, A. & Krauzlis, R.J. (2012) Nature, 489:434-437
Zokaei, N. et al. (2014) JNS, 34:158-162

雑誌の略称
AJP: American journal of psychiatry
AN: Annals of neurology
ARNS: Annual review of neuroscience
BBR: Behavioral brain research
BBS: Behavioral and brain sciences
BC: Brain and cognition
BD: Bipolar disorders
BL: Brain and language
BPsychiat: Biological psychiatry
BP: Biological psychology
BNS: Behavioral neuroscience
BR: Brain research
CABNS: Cognitive affective behavioral neuroscience
CB: Current biology
CBR: Cognitive brain research
CC: Cerebral cortex
CNP: Cognitive neuropsychology
COINB: Current opinion in neurobiology
CP: Cognitive psychology
EBR: Experimental brain research
EJNS: European journal of neuroscience
HBM: Human brain mapping
HMS: Human movement science
JA: Journal of anatomy
43

第 2 章 感覚・知覚 (ver. 6, last)
小嶋祥三
JCNS: Journal of cognitive neuroscience
JEP-HPP: Journal of experimental psychology: Human perception and performance
JNP: Journal of neurophysiology
JNS: The journal of neuroscience
JP: Journal of personality
JPSP: Journal of personality and social psychology
NBBR: Neuroscience biobehavioral review
NNS: Nature neuroscience
NPPR: Neuropsychopharmacology reviews
NRNS: Nature reviews, neuroscience
NSL: Neuroscience letters
NSR: Neuroscience research
PINB: Progress in neurobiology
PNAS: Proceedings of the national academy of sciences, United States of America
PRNI: Psychiatric research: neuroimaging
PR: Psychological review
PS: Psychological science
PTLSB: Philosophical transaction of loyal society B
SA: Scientific American
SCANS: Social cognitive affective neuroscience
SNS: Social neuroscience
TICS: Trends in cognitive sciences
TINS: Trends in neurosciences
VC: Visual cognition

参考図書
福田淳、佐藤宏道（2002）脳と視覚－何をどう見るか。共立出版

44

