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Drewes, J. et al. Recurrent processing in the formation of shape percepts. J. Neurosci.,
36:185-192, 2016.
この論文は、早い形の知覚は feedforward の役割を示唆するが、外側後頭 complex, LOC
から初期の視覚皮質 V1/2 への feedback が重要であることを、二つの刺激提示の時間関係
の操作で明らかにした。そのロジックは、第一の刺激で V1/2 から LOC へ情報が到達する
時間 tf と LOC から V1/2 へ情報が戻る時間 tb で、第二の刺激を、往復時間 tf +fb に合わせ
て V1/2 に到達するように刺激間間隔を操作して提示すると、feedback された情報と第二の
刺激が V1/2 で統合されるので、形の知覚が最も良いと考えるもの。実験で使用した刺激は
下図 A の動物とそれを変形した metamer. 手続きは B, C にあるが、単一の刺激提示 C と
二つの刺激提示 B の条件がある。N はノイズ、T はターゲット。B の中央の N の時間（刺
激間間隔）が体系的に変えられた。

左下の図が結果で、縦軸は正反応率 75%
での妨害要素の数で（noise threshold）
、値
が大きいほど知覚成績が良い。赤が単一刺
激提示、青が二刺激提示の結果。横軸は刺
激間間隔で、50ms‐60ms にピークがある。
この結果を、backward masking や高次
視覚領域への経頭蓋磁気刺激 TMS の結果
と照合して、高次視覚領域（この研究では
LOC）から初期視覚領野への feedback が形
の知覚に重要な役割を果たしていると結論
した。なお、様々なコントロール実験を行
っているが、省略した。

Bracci, S. & Op de Beek, H. Dissociations and associations between shape and category
representations in the two visual pathways.. J. Neurosci., 36:432-444, 2016.
これまでのものとカテゴリの研究は、ものの形を統制した実験を行ってこなかった。今
回は下の動物のカテゴリにあるように、様々な形の刺激を用意して両者の関係を検討した。

6 カテゴリ、各 9 刺激を提示し、大きさの one-back 課題中に fMRI で脳の活性を記録し、
15 の ROI（下図。LOTC, VOTC はそれぞれ外側、腹側後頭皮質の対象特異的領域。TOS
は横後頭溝）で、表象類似性分析 RSA、デンドログラムなど多変量解析で分析した。
結果を下に示すが、形の類似性（緑）は初期の視覚皮質で相
関が高く、連合野など高次の脳領域では相関は低い。一方、カ
テゴリの類似性（橙）はその逆の分布をする。両者の中間の高
次の視覚関連領野では形とカテゴリの両方が有意に関係する。

左と下の図はカテゴリに関連し
た領域間の類似性を示すデンドロ
グラムで大きく腹側と背側に分れ、
腹側では生物/無生物（水色）、背側
は行為/非行為（青）の相関がより高
かった。

この他に、形に関連した領域の分析があり、それは V1 などの後方と前方部に分けられ、
後方部では形間の類似度が反映されるが、前方ではそれは崩れる。

Gabay, S. et al. Conceptual size representation in ventral visual cortex. Neuropsychol.,
81:198-206, 2016.
腹側の後頭側頭皮質には実物の大きさに従った map があるようだが、抽象的で概念的な
表象についてはよく分っていない。この論文はその点を検討した。実験では下の図にある
図形と実物
で大きさの
系列を学習
させ、その後
図形のみを
提示して抽
象的な大き
さの表象を
検討した。
課題は継
時的に提示
される図形
で、二番目の
ものと最初
の図形の大
小判断であ
る。fMRI で
脳活性を検
討したが、
ROI は左の
図にある。海
馬傍回場所
領域 PPA,
後頭場所領域 OPA, 外側後頭皮質 LO, 大きい実物刺激に選択的な海馬傍回 Big-PHC. 小さ
い刺激に選択的な後頭側頭溝 Small-OTS, 初期視覚皮質 EVC である。また、数字でも大小
を比較した。
上の棒グラフと脳の図が結果である。上が概念的な大きさの結果、下が数字の大きさの
結果である。概念的な大きさで有意な大小の差がでたのは、PPA, OPA, Big-PHC, EVC で
大と判断した方が活性が強かった。このように抽象的な大きさについても map がある。一
方、数字についても右の PPA, 右の OPA で有意な大小の差がみられた。

Brandman, T. & Yovel, G. Bodies are represented as wholes rather than their sum of
parts in the occipital-temporal cortex. Cereb. Cortex, 26:530-543, 2016.
この論文は後頭側頭皮質の身体関連の領域における身体表象が whole body (configural)
か、それとも part-based (sum of parts) なのかを検討した。以下に述べる fMRI で計測し
た各領域の活性の両条件の差（whole - part）と MVPA による whole/part の decoding の
成績で検討した。刺激は下の図の A にある。ROI は有線領外身体領域（EBA）
、紡錘状回
身体領域（FBA）
、body parts に selective な EBpA, FBpA、外側後頭 complex (LO) と後
部紡錘状回（pFs）はものに特異的領域、紡錘状回顔領域（FFA）
、後頭顔領域（OFA）は
顔に特異的な領域である（ROI の決め方は本文参照）。
結果が左図の B, C にある。
B は whole と part
の活性の差、C は whole と part の decoding の
結果である。身体領域である EBA, FBA では
whole の活性が強く、whole/part の decoding
は右 EBA と右 LO で可能だった。もの、顔の領
域では両条件で活性に差がなく、右 LO 以外で
は decoding ができなかった。

上の右図は、身体領域、body-parts selective な領域（EBpA, FBpA）の、頭部のない身
体の whole-part の比較の結果で、A が活性差、B が decoding の結果である。すべての領
域で有意な結果になった。身体関連領域の身体表象は configural であると結論した。なお、
これら身体関連領域は顔の whole-part では活性に差がないし、decoding もできない。もの
関連の LO, pFs では whole-part で活性に差はないが、顔の whole/part の decoding につい
ては、右 LO, 右 pFS で可能だった。顔領域に関しては、FFA は顔、身体両方で whole の
活性が強いが、OFA は顔のみ whole が強かった。decoding は両刺激で可能だった。

Vannuscorps, G. & Caramazza, A. Typical action perception and interpretation without
motor simulation. PNAS, 113:86-91, 2016.
この論文は、
行為の知覚についての motor simulation の考えを、
simulation ができない、
生まれつき両側の上肢がない形成異常 dysplasia の参加者で検討した。主に video clip を利
用した 8 課題があり、1．行為の理解は、道具を使うパントマイムの命名課題で、徐々に
unmasking する。
2．
行為の同定課題では、上肢と上肢以外の point light の biological motion
の同定。3．行為の再認課題では 21 の無意味な上肢の行為の記憶を再認で検討。指標とし
て hit と false alarm による d’ sensitivity index を利用。4．行為についての推論課題で、
重さが異なる箱を上腕（小箱）
、全身（大箱）で持ち上げるのを観察し、重さを知っていた
かを推論する。5．も同じ推論課題で、basketball のシュートをした瞬間に video をとめ、
ボールが入ったかを推測させる。実験 6-8 は運動の軌道の予期に関連するが、省略する。

紙面の都合で、最初の 5 つの実験の結果を上の図に示す。各参加者の結果が表示されて
いる。黒が dysplasia の参加者、白がコントロール、灰色のバーはコントロールの平均であ
る。この図から分るように、どの課題においても dysplasia の参加者の成績が劣ることはな
い。Motor simulation 説に対する疑問である。

Waldhauser, G.T. et al. Episodic memory retrieval functionally relies on very rapid
reactivation of sensory information. J. Neurosci., 36:251-260, 2016.
この論文は想起で記銘時の感覚情報の再活性が非常に早い（100-200 ms）時期に起こる
ことを脳波により明らかにした。なお、経頭蓋磁気刺激 TMS の実験も行った。

上が課題で左が記銘、右が想起。記銘
では左右いずれかの視野に刺激が提示さ
れ、記銘の困難さを評定する、刺激の大
きさを推定する条件がある。想起は再認
で old/new 判断と提示視野 source の判断
をする。
左が結果で、A が記銘、B が想起。左
右半球と左右の視野呈示の間の交互作用
が有意であった周波数－時間（上）
、脳波
チャンネル（中）、パワー（下）である。
記銘では 8-20 Hz, 200-700 ms で対側の
電極にパワーの低下がみられた。想起で
は 10-25 Hz, 100-200 ms で対側の電極に
低下がみられた（赤、矢印）
。これがタイ
トルにある早い再活性である。なお、こ
の早い時間帯で左右半球と周波数の分析
を行っているが、省略する。これらの結
果は外側中、下後頭回から得られた。
下の図は TMS の結果である。TMS は
17.5 Hz の反復 rTMS で、記銘時の刺激
提示後 33.5-204.5 ms に与えられた。刺
激部位は脳波の結果を参考にした。対側
に与えると（左）、同側（右）よりも source
の判断が低下した。

今月の認知神経科学の応用
障害に関しては、主に発達障害や神経症を紹介することにした。
Hanawa, S. et al. (2016) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 11:66-77.
Movie clip で行為の観察と模倣を行わせた後に、その Movie clip をみせ urge to imitate
を評定させた。評定と相関した fMRI の活性が右補足運動野、帯状回中央部でみられた。
Jacoby, N. et al. (2016) Neuroimage, 126:39-48.
痛みに関係する Pain Matrix と心的状態に関係する Theory of Mind の脳内ネットワーク
の同定を、誤信念や痛みを含む言語、非言語材料による 3 つの課題で行った。
Hesse, E. et al. (2016) Brain, 139:54-61.
傷害の意図性の検出の脳内機構を深部電極による脳波計測で検討した。扁桃核は<200 ms
の早い時期に意図性を検出し、意図的傷害は前頭頭頂皮質での情報共有を強めた。
Yin, L. et al. (2016) Brain Cognit., 102:13-25.
自発的に嘘や真実を語る時の脳活性を soc bo ゲームを改変して検討した。嘘では膝下前
部帯状皮質、真実では右背外側、腹外側前頭前野が活性化した。指示による嘘とは異なる。
Perrson, N. et al. (2016) Neuroimage, 126:15-26.
19-79 歳の健常者で、2 年間の脳の局所的な委縮と認知機能の関係を調べた。脳の ROI
は外側前頭前野、海馬など 6 部位、認知機能はエピソード記憶、流動的知性、語彙である。
Chai, X.J. et al. (2016) J. Neurosci., 36:755-761.
英語話者が仏語の集中訓練を受けた後の、語彙と読文速度と安静時の島/前頭弁蓋部、視
覚的語形領域の機能結合の関係を検討。これらの領域と上側頭溝などの結合が成績と関係。
Whiteman, A.S. et al. (2016) Neuroimage, 126:229-238.
エアロビック訓練が嗅内皮質の灰白質の容積を増加させ、それは心肺適応能や再認記憶
課題の成績と正相関すること、それに neurotrophic 因子 BDNF が関係することを示した。
Hein, G. et al. (2016) PNAS, 113:80-85.
他者集団 out-group に対する共感 empathy を形成する実験的な研究。他者集団から援助
を受ける経験が前部島皮質に予測誤差の反応を起こし、それが他者集団への共感を増した。

Fennel, A.B. et al. (2016) Conscious. Cognit., 40:54-66.
瞑想の初心者が 1 セッションの瞑想で自伝的な怒りに対してリラックスの生理的指標で
ある、呼吸、心拍、血圧の低下、を示すことが分かった。
Tomasino, B. et al. (2016) Conscious. Cognit., 40:147-158.
8 週間のマインドフルネス瞑想訓練 MT の効果を、own-body mental transformation task
で検討。内側眼窩回の活性が上がり、それは self-maturity personality と相関した。
Tomasino, B. & Fabbro, F. (2016) Brain Cognit., 102:46-54.
呼吸などへの注意に焦点を当てた 8 週間の MT で、注意や身体意識関連の背外側前頭前
野、前部島皮質などは活性上昇、mind-wondering 関連の吻側前頭前野の活性は低下した。
Vaquero, L. et al. (2016) Neuroimage, 126:106-119.
長期間ピアノの訓練を受けた人の脳の灰白質を voxel-based morphometry, VBM で検討
した。被殻などの増大、右縁上回などの縮小、ピアノの開始時期が関係する複雑な関係。
Ma, Y. et al. (2016) Trends Cognit. Sci., 20:133-145.
Oxytocin の社会－情動な過程、さらには社会的な適応への効果を脳のイメージング研究
から検討した総説。
Saimpont, A. et al. (2016) Europ. J. Neurosci., 43:113-119.
8 系列の指の運動学習に対する 13 分の運動イメージ MI 訓練と一次運動野への陽極の経
頭蓋直流刺激 tDCS の組み合わせの効果を検討した。tDCS は MI の効果を高めた。
Barbieri, M. et al. (2016) Neuropsychol., 81:238-244.
陽極 tDCS を右の後頭皮質に与え、顔やものの知覚、記憶への影響と調べた。tDCS を知
覚、記憶の前 off-line に与えると成績が向上した。On-line では効果がなかった。
Hashemirad, M. et al. (2016) Brain Cognit., 102:1-12.
一次運動野への陽極の tDCS の運動系列学習への効果に関する総説、メタ分析。tDCS の
セッション数や保持 retention を問題にしている。
Xia, Z. et al. (2016) Neuropsychol., 81:68-78.
発達性の読字障害 dyslexia の VBM による研究。成長に関係なく灰白質、白質の減少が
聴覚/音韻、注意関連の領域で、成長に関連する変化が流暢な読字関連領域でみられた。

Chen, S. et al. (2016) Neuropsychol., 81:22-30.
食事制限している女性で、fMRI による安静時の機能結合と神経性過食症、空腹の影響を
検討。半球間の背外側前頭前野 dlPFC の結合、右 dlPFC と腹内側 PFC などの結合が減少。
Heitman, C.Y. et al. (2016) Hum. Brain Mapp.,
社会不安障害者の障害関連の視覚刺激に対する脳反応を fMRI で検討。扁桃核や後部帯状
回・楔前部 PCC/PRC、背内側 PFC で活性上昇、PCC/PRC の機能結合が変化していた。
Cui, H. et al. (2016) Hum. Brain Mapp.,
汎性不安障害 GAD とパニック障害 PD の安静時の機能結合を fMRI で検討した。GAD
では海馬等と紡錘状回、PD では体性感覚皮質と視床の結合が増大し、重篤度と相関した。
Misic, B. et al. (2016) J. Neurosci., 36:419-431.
心的外傷後ストレス障害 PTSD の脳の活動を脳磁図 MEG で検討した。PTSD の兵士は
80-150 Hz の高周波で領域間の高い同期、信号の変動性の低下が海馬、扁桃核でみられた。

