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Chan, A.W.-Y. & Baker, C.I. Seeing is not feeling: Posterior parietal but not somato- 

sensory cortex engagement during touch observation. J. Neurosci., 35:1468-1480, 

2015. 

 タッチの観察が第 1次、2次の体性感覚野を活性化させるという研究があり、共感などに

関係すると考えられている。しかし、同じ結果にならない研究があり、さらに検討が必要

である。この論文はヒトの fMRIでタッチの観察と多くのコントロール条件を用意して、こ

の問題に答えようとしている 

 

 左右いずれの指へのブラシによるタッチの観察で活性化したのは左の頭頂葉後部の上部、

下部の 2か所（図の下の 2つの赤い矢印）で第 1次、2次の体性感覚野の手の領域に活性は

見られなかった。実験は１．左右の指の運動、唇の運動、2．左右の指への実際のタッチ、

3．リーチングの観察に対する脳の活性を検討し、この 2 領域がそれぞれ１次、2 次の体性

感覚野でないことを示し、上記の結果を補強した。さらに、この 2 領域の特性を検討する

実験を行い、重要な刺激はブラシが手のそばにあることで、それとブラシによるタッチと

は差がなかった。また、視点（allocentric vs egocentric）の影響は見られなかった。ブラ

シによるタッチの対象をゴム手袋、紙手袋、足、ハサミ、運動をレーザービームの移動、

指のタッピングそしてブラシのみの 7 条件で検討した。頭頂葉上部では指へのタッチとそ

の他の条件では比較的多く条件で差がみられたが（7 条件中の 4条件）、下部では僅か 2条

件で差があるのみだった。なお、これまでの研究はmislocalizationと考えている。 



Gardner, T. et al. Dynamic modulation of the action observation network by movement 

familiarity. J. Neurosci., 35:1561-1572, 2015. 

 行為の観察で働くネットワーク（AON）の活性は行為の既知性の程度により変わってく

る。これまでの研究は既知性が高いほど活性は強いことを示した。この研究は従来の研究

と異なり、機能結合への影響を調べ、predictive codingなどこの現象の理論を検討した。 

 課題はダンサーの次の動作を予測するもの。そして、ダンサーの動作の既知性の程度を

調査した。上の図は既知性が増すと活性が増した領域で、両側の運動前野、頭頂皮質、左

の側頭皮質など AONの中心領域が含まれている。そこでこの結果に基づき、左の中側頭回

（MTG）、下頭頂小葉（IPL）、下前頭回（IFG）に ROI を設定し、既知性の程度とそれら

ROI 間の機能結合の関係を検討した。既知性の増加は top-down (IFG→IPL→MTG) の結

合を増加させ、bottom-up (MTG→IPL→IFG) の結合性を減少させると予想した。これは

predictive codingの考えと調和的である。 

全部で 15のモデルが考えられたが、データに合致したのは下の図にあるように、既知性

はすべての結合性に影響を与えるモデルだった。それらの値はマイナスで、IPL－MTG の

結合性の変化が有意だった。すなわち、既知性が増せば IPL－MTG の結合性は低下した。 

 

 

 この結果は、MTG→IPLの結合

性が減少したことに関しては

predictive coding の考えに合う

が、IPL→MTGも減少したことは

この説に合わない。 

 なお私見だが、ミラー・ニュー

ロンは既知の行為に活性を示す。 



King, D.R. et al. Recollection-related increases in functional connectivity predict 

individual differences in memory accuracy. J. Neurosci., 35:1763-1772, 2015 

 記憶が正しく recollect された場合は、そうでない時と比較して、 ’core recollection 

network’ (CRN) がより活性化する。この論文は、fMRIを用いて、この点を機能結合から

調べたもので（今月紹介した Gardner et al.と同じアプローチである）、かつそれが記憶に

関する個人差と関係することを示した。 

 recollectionの 3種類の操作的定義（Remember/Know, associative memory and source 

memory procedures）別に 3つの実験が行われた。まず、3つの実験で recollection に関係

する活性領域を fMRI で調べた。CRN の領域である左角回（AnG）、両側の海馬/海馬傍皮

質（Hipp）、内側前頭前野（MPFC）、後部帯状回（PCC）、左中側頭回（MTG）などが含

まれていた（下の図の緑の領域）。次にこの 5領域を seedとして recollection関連の機能結

合を検討した結果、下の青の領域となった（3 領域のみ示す）。seed の領域だけでなく、

recollection関連の活性を見せなかった外側前頭前野、頭頂間溝などとの結合が含まれてい

る。5 つの領域間、3 つの実験間には recollection 関連の機能結合大きな差はなかったが、

それでも有意な差がみられ項もあった（本文参照のこと）。 

 

  

 左図は recollection関連の

結合性の増加と recollection

の成績の間の相関を実験ご

とに示したものである。✝は

p<0.05, *は p<0.01, **は

p<0.001である。すなわち、

結合性は個人差と相関する

ことが分かった。 



Neta, M. et al. Spatial and temporal characteristics of error-related activity in human 

brain. J. Neurosci., 35:253-266, 2015 

 この論文は、正反応よりもエラーで活性が高まるエラー関連活性を示した、様々な条件

が異なる 12の fMRI研究のメタ分析。これまで背側前部帯状回の役割が強調されてきたが、

9つの脳内ネットワークにエラー関連活性がみられることを示した。各ネットワークでは 

 

 

特有の反応パタン（ fast, prolonged, 

delayed）があり、下の二つの図ではそ

れぞれ紫、黄緑/水色、赤で示されてい

る。ただし、前頭－頭頂ネットワークは

fastと prolonged の両パタンがみられ、

半球差があった。左が fast で右が

prolonged.  前の 2 つの論文と同じよ

うに、脳全体の活動でエラーを捉えよう

としているのが現在の傾向である。 



Rae, C.L. et al. The prefrontal cortex achieves inhibitory control by facilitating 

subcortical motor pathway connectivity. J. Neurosci., 35:786-794, 2015. 

 この論文は行動の抑制を右の下前頭回（IFG）、前補足運動野（preSMA）、視床下核（STN）

それに左の一次運動野（M1）よりなるネットワークの働きで理解しようとする。課題は

stop-signal taskで、反応開始後に stop signalが提示された試行では反応を抑制しなけれ

ばならない。これまでの研究で IFG, preSMA, STNが抑制に関係することが分っているが、

それらの領域間の関係は不明だった。課題遂行中に fMRIで脳の活性を計測し、dynamic 

causal modeling (DCM)でこの 3領域の間の最もあり得る機能結合様式を推定した。また、

diffusion-weighted imagingと tractography で実際の線維連絡を検討した。 

 これまでの研究と一致して、上記 3領域が反応を抑制できた時に活性化した。全部で 20 

 

 

  課題遂行の反応時間（RT）の個人差と fMRIの結果、preSMA-STNの機能結合、IFG

の調整効果、の間には相関があった。実際の結合にも相関がみられ、それを上に示す。

preSMA-STN （左）、IFG-STN （右）の線維連絡の diffusivityと RTの間に正の相関が

あり、線維連絡が強いほど RTが短い。機能と解剖的な結合が一致した。  

パタンの 3領域間の機能結合が考えられたが、左に

示す結合様式が最も適合した。図で IFGへの破線は

stopping (correct stop>go)の調整効果（modulatory 

effect）である。preSMAから STNへの興奮性（＋）

の結合が、STNからM1への抑制性（－）の結合を

強めるが、IFG はこの preSMA-STN の結合を強め

るように働くことで課題が実行される。 



今月の認知神経科学の応用 

 

Gabrieli, J.D.E. et al. (2015) Neuron, 85:11-26. 

 認知神経科学（neuromarker）が個人の教育や医療、すなわち学習、成績、犯罪性、健

康関連の行動、薬物や行動の治療などに対する貢献について論じている。 

 

Haist, F. et al. (2015) Human Brain Mapp., 36:804-826. 

 Non-symbolicな number sense (numerosity) が formalな算数・数学の成績を予測する

かについての fMRIによる発達的な研究。 

 

Pekny, S.E. & Shadmehr, R. (2015) J. Neurophysiol., 113:445-454. 

 運動訓練では一般に汎化により課題に不要な運動も形成される。この不要な運動を除去

するために訓練をしたが有効でなく、6-24時間訓練をしないことが有効だった。 

 

Galán, F. et al. (2015) Human Brain Mapp., 36:643-654. 

 Brain-Machine Interface (BMI) の基礎研究で、運動出力だけでなく、筋感覚も失われた

場合、脳波に基づく decodingは成績が低下することを示した。 

 

Chapman, S.B. et al. (2015) Cerebral Cortex, 25:396-405. 

 高齢者に認知訓練を行ったところ、安静時に fMRIで計測された脳活性や機能結合の増大、

また、拡散テンソル画像法による異方性度の増大がみられ、認知の改善と関係していた。 

 

Klaver, P. et al. (2015) Neuropsychol. 67:41-54. 

 通常のコントロールと比べて、極低体重で生まれた青年の後頭の鳥距溝周囲の皮質は厚

く、上側頭皮質の表面積は小さい。これが背側系の道具のカテゴリ関連活性に関係する。 

 

Finke, K. et al. (2015) Neuroimage, 107:95-106. 

 通常のコントロールと比べて、未熟児として生まれた成人は選択的注意の障がいが報告

されている。とくに視覚的短期記憶に問題があり、fMRIの機能結合からも確認された。 

 

Hahamy, A. et al. (2015) Nat. Neurosci., 18:302-309. 

 高機能の自閉症（ASD）の安静時の機能結合に関して、減少する、逆に増加するとする

報告がある。ASDに独特の結合性があり、半球間の結合性が症状に関係していた。 

 

Foxe, J.J. et al. (2015) Cerebral Cortex, 25:298-312. 

 高機能 ASDの学童は談話に関する多感覚の統合に障がいがある。この障がいは青年期に



なると消失する。幼い時期の介入が社会的コミュニケーションの障がいを軽減するだろう。 

 

Krishnan, S. et al. (2015) Neuropsychol., 67:82-90. 

 Williams Syndrome (WS) は言葉の開始の遅れと児童、成人期の流暢な談話が特徴だが、

調音（oromotor praxis）を調べたところ、流暢でも障がいがみられた。 

 

Araújo, S. et al. (2015) Brain & Language, 141:16-27. 

 読字障がい（dyslexia）の事象関連電位（ERP）研究。Pseudoword と nonword の比較

で差がみられない等、いくつかの点でコントロールと違いがみられた。 

 

Zhang, J. et al. (2015) J. Neurosci., 35:1539-1548. 

 発達性の相貌失認（DP）の右紡錘状回顔領域（FFA）の機能を fMRIデータにMVPAを

適用して検討した結果、DPの FFAの顔処理には障がいがみられた。 

 

Belyk, M. et al. (2015) Europ. J. Neurosci., 41:275-284. 

 吃音 stutteringを trait stutteringと state stutteringに分けて論じている。前者は流暢

な発話時の吃音者と非吃音者の、後者は吃音者内の比較。 

 

Vercillo, T. et al. (2015) Neuropsychol., 67:35-40. 

 視覚障害の echolocator の聴覚的空間定位能力を、視覚障害の non-echolocatorや通常の

コントロールと比較した研究で、かれらは優れた聴覚的空間の感覚を示した。 

 

Bolognini, N. et al. (2015) Brain, 138:428-439. 

 模倣やジェスチュアの障がいである観念運動失行 ideomotor apraxia の患者の左の後部

頭頂皮質に経頭蓋直流刺激 tDCSを与えたところ症状に改善がみられた。 

 

Lefebvre, S. et al. (2015) Brain, 138:149-163. 

 脳血管障害者の運動スキルの学習中に tDCS を両側の一次運動野に与えたところ、学習

に改善がみられたが、その機序を fMRIで検討した。背側運動前野の役割が重要。 

 


