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Dijkstra, N. et al. Vividness of visual imagery depends on the neural overlap with
perception in visual areas. J. Neurosci., 37:1367-1373, 2017.
この研究は視覚的イメージ生成の鮮明さ vividness の変動性を検討し、それが視覚領野に
おける知覚とイメージ生成に関係する領域の重なりの程度によることを示した。実験は継
時的に文字、果物、顔のいずれか 2 つが提示され、その後イメージ生成をする刺激が指定
される。参加者は指定された刺激をイメージ生成し、最後に vividness の評定を 4 段階で行
った。fMRI で知覚時、イメージ生成時の脳の活性を計測し、cvMANOVA によりそれらと
vividness の評定値とを関係づけた。
その結果、文字、果物、顔のカテゴリで vividness の評定に差があり、変動要因の一つだ
った。また、知覚とイメージ生成で活性化する領域の重なりや差を明らかにした（本文参
照）
。下の図は各カテゴリ（左から文字、果物、顔）の領域で知覚とイメージ生成が overlap
した領域（赤－黄色）と
それらが vividness と関
係した領域（青－緑）で
ある。どのカテゴリでも
外側後頭 complex には
overlap がみられた。文字
と顔は他に頭頂皮質、運
動前野に overlap があっ
た。Vividness がこれらの
overlap に影響を持った。
すべてのカテゴリで上頭
頂皮質で、果物と顔では
広い視覚領野で、文字で
は右下側頭皮質、頭頂間
溝で影響がみられた。左の図は視覚領野における
vividness の評定値と知覚－イメージ生成の関係
を示している。縦軸は値が小さいほど両者の重な
りが大きいことを意味する。この図から分るよう
に、知覚とイメージ生成の差が小さいほど、言い
換えれば、重なりが大きいほど、イメージが鮮明
であることを示した。

Vida, M.D. et al. Spatiotemporal dynamics of similarity-based neural representations of
facial identity. PNAS, 114:388-393, 2017.
この論文は顔による個人の同定の脳内過程を脳磁図 MEG で明らかにした。Morphing に
よる平静な顔と笑顔で顔による人物の同定をさせ、MEG で脳の活性を計測した。ROI は右
紡錘状回顔領域（rFG）
、右外側後頭顔領域（rLO）
、そして左一次視覚野（lV1）である。
MVPA によりこれらの ROI のデータで同定の decoding を行うとともに、顔刺激の低次（輝
度）の特徴に基づく image-based 表象と高次の identity-based 表象、さらには顔の類似性
判断結果と各 ROI の脳活動との相関（類似性）を検討した。
左図は lV1（水色）
、rFG（黄緑）、
rLO（橙色）における decoding の結
果である。いずれの ROI でも 50 ms
を越えると decode ができたが、それ
は 100-200 ms で成績がよかった。な
お、rFG, rLO では 250 ms あたりで
第 2 のピークがみられた。下図は各
ROI における image-based 表象（赤）
と identity-based 表象（青）と脳デ
ータとの相関である。興味深いこと
に、lV1 では一貫して image-based
表象との相関が高い
が、
rFG と rLO では、
100-200 ms で は
image-based 表象と
の相関が高いものの
200 ms を越えると identity-based との相関が有意に
高い時間帯がみられた。各グラフの水平のラインが両
方の表象との相関の間に有意な差があった時間であ
る。なお、データは省略したが、行動の結果は imageよりも identity-based 表象に類似していた。
これらの結果は、顔関連領域の rLO や rFG では顔刺激提示からの時間で、表象が imagebased から identity-based に変化することを示している。このようなデータは時間分解能
が優れている MEG で得られる知見である。

Mormann, F. et al. Scene-selective coding by single neurons in the human parahippocampal cortex. PNAS, 114:1153-1158.
この論文はテンカンの患者の内側側頭葉（海馬 HIPP、海馬傍皮質 PHC、嗅内皮質 ERC）
のニューロンの人、動物、景色に対する反応を記録し、PHC が景色に反応することを見出
し、fMRI の結果（PPA）を支持、補強した。上図は使用した刺激の一部でその下に PHC
のニューロンの発射のラスター
表示がある（上はヒストグラム
も）。人物、動物の写真でも背景
（spatial layout）のあり、なし
で反応が異なる。あるのが scene
で、ないのが nonscene である。
中図 A は左から PHC, ERC,
HIPP の結果で、濃い緑が人、黄
緑が動物、黄色が景色への反応で
ある。PHC のみが風景に反応。
B, C は PHC の反応で、B の屋外
と室内の比較では屋外の刺激に
反応が大きい。C は scene（緑）
と nonscene（黄色）への反応で、
左が屋外、右が室内である。いず
れの場合も scene の反応が大き
い。D は scene へのニューロン反
射がみられる電極で記録された
局所場電位 LFP で、scene の方
が振幅が大きい。赤い水平線は
nonscene との間に有意な差があ
った時間帯である。この結果は
scene に反応する細胞がまとまっ
て存在することを示唆する。下図
は scene 刺激の何パーセントに
反応したかを示したもので、A は
PHC の全ニューロン、B は単一
ニューロンの結果、C,D はそれぞ
れ HIPP, ERC の結果。PHC では
他と異なり、複数の刺激に反応す
るニューロンが多かった。

Murty, V.P. et al. (2017) Selectivity in postencoding connectivity with high-level visual
cortex is associated with reward-motivated memory. J. Neurosci., 37:537-545.
この論文は報酬の多寡が記憶に与える影響を、
記銘後のカテゴリ特異的領域（FFA, PPA）
と海馬、腹側被蓋野 VTA の間の機能結合から検討したもの。課題は顔や風景などの写真と
単語（形容詞）の間の対連合。各対の提示前にその対の報酬の大小が知らされる。実験の
手続きが上図にあ
る 。 Incentivized
Retrieval と は 成
績により報酬が与
えられること。
fMRI で 4 か所の
ROI 、FFA, PPA,
HIPP, VTN、が決
められ、記銘前後
の REST 時にこれ
らの領域間の機能
結合が計測され
た。記銘後 Post と
記銘前 Baseline の
差を機能結合の変
化とした。
24 時間後に行わ
れた cued recall の
結果は高い報酬の
対の方が成績が良
かった。中段の図
は海馬の前部（左）
と後部（右）と FFA
と PPA（CSC）の
間の機能結合の変
化（横軸）と記憶の成績の関係で、緑色が高い報酬、黒が低い報酬の結果である（なお、
CSC では報酬の多寡で ROI が設定された）。海馬全体では明確な結果を示さなかったが、
前後に分けると前部海馬では高い報酬での成績と機能結合の変化、後部海馬では低い報酬
での成績と機能結合の変化の間に正の相関があった。下図は VTA と CSC の間の機能結合
の変化（左）
、それと記憶の成績との関係（右）である。結合は増加するが報酬の多寡で差
はない。高い報酬と結合変化は正に相関した。前部海馬、VTA が報酬と記憶の関係を仲介。

Tambini, A. et al. Emotional brain states carry-over and enhance future memory
formation. Nat. Neurosci., 20:271-278, 2017.
この論文は、前に経験した情動的な記憶がその後の中性的な刺激の記銘に促進的な効果
を与えることを、行動、皮膚伝導レベル SCL, 扁桃核の低周波結合などから検討した。実
験条件は上図の 3 つである。Emo→Neu (E→N), Neu→Emot (N→E), Neu→Neu(N→N) で
矢印順に記銘を実施。各記銘は
23 分で、記銘後には 9 分の休憩
がある。刺激は scene である。
中図 a は SCL の結果である。
E→N の条件のみで、Neu（赤）
の SCL が高まっている。中図 b
は remember, R / know, K の手
続きで行った記憶の成績であ
る。左は R+K、中央が R, 右が
K の結果である。R+K と R で
E→N の条件の N の成績がその
他の条件の N よりもよい。この
結果は先行した情動的な記憶
が、情動状態の carry-over によ
り、その後の中性刺激の記憶に
促進的な影響を持つことを示
した。その脳内過程を fMRI の
低周波 LF 結合性から検討した
のが下図である。左は扁桃核の
情動、中性刺激の記銘時の相関
である。E→N の方がその逆よ
りも相関が高い。下図右は扁桃
核と前部海馬との間の LF 機能
結合の相関で、E→N では Emo
と Neu の間に差がなく、Neu
は N→E の Neu よりも相関が高
い。これらの情動、情動と記憶
に関係する領域の活性が、情動
経験の carry-over の効果を支
えている。その他は本文を参照
されたい。

今月の認知神経科学の応用
ここでは論文をわずか 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, 背側 d, 内側 m, 外側 l, 後部 p, 腹側 v



前部帯状皮質 ACC, 前部島皮質 AI, デフォルト・モード・ネットワーク DMN, 下頭頂
皮質 IPC (L), 頭頂間溝 IPS, 外側後頭皮質（complex）LOC, 一次運動野 M1, 内側側
頭葉 MTL, 側坐核 NAcc, 後部帯状皮質 PCC, 頭頂皮質 PCx, 前頭前野 PFC, 運動前野
PMC, 一次体性感覚野 S1, 補足運動野 SMA, 上頭頂皮質 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



ワーキング・メモリ WM, 反応時間 RT



拡散テンソル画像法 DTI, 脳波 EEG, 事象関連電位 ERP, 機能的磁気共鳴画像法 fMRI,
脳磁図 MEG, 近赤外線分光法 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
Ponsoda, V. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:803-816.
認知機能と DTI による構造的な結合との関係を multivariate distance matrix regression analysis で検討。流動性、結晶性、空間能力が 36 の結合に関係することを明らかに。
Rothmaler, K. et al. (2017) Neuropsychol., 95:204-214.
Intrinsic な洞察”aha”と extrinsic な洞察”oh yes”の違いを EEG で検討した。Intrinsic
な洞察では右頭頂の電極でαパワーの増加が、extrinsic な洞察ではその減少が。その解釈。
Arend, I. et al. (2017) Neuropsychol., 95:259-266.
数－空間の共感覚者の fMRI による一例報告。数字が示す量でなく文字の大きさを比較。
数距離効果で両側の IPS, 縁上回、左角回に活性が。空間、量の自動的な coding は頭頂葉。

訓練と自己統制
Sitaram, R. et al. (2017) Nat. Rev. Neurosci., 18:86-100.
Neurofeedback についての総説。
Schurger, A. et al. (2017) Brain Cognit., 111:44-50.
Brain (EEG)-computer interface, BCI の事態で、手を左/右に動かす imagery を訓練し
た。手の位置を参加者に予測させた後に示すと、予測が次第に BCI の結果に近づいた。

Fink, A. et al. (2017) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 17:94-105.
様々な場面での怒りを抑える reappraisal の認知的創造性について EEGα波で検討。通
常の創造性と同じ方向のα波の変化があったが、前頭前野で増加がより強かった。
Travis, F. & Ma, N.P. (2017) Brain Cognit., 111:86-94.
超越瞑想 TM 訓練者に EEG に eLORETA を適用して脳内過程（Focused Attention, FA）
を検討した。FA を特徴づけるγEEG, DMN の活性低下とは異なる活性がみられた。

社会認知神経科学
Romund, L. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:987-996.
性格を表す形容詞を自己、友人、教師、政治家に当てはめる課題中に fMRI で脳の活性を
検討した。自己で活性化する前頭、頭頂の内側面は友人でも活性化した。
Spiers, H.J. et al. (2017) J. Cognit. Neurosci., 29:530-544.
ある社会集団についてのステレオタイプ、偏見の獲得に前部側頭葉が関係することを
minority/majority 集団の positive/negative な文を読ませることで明らかにした。

意思決定
Elton, A. et al. (2017) J. Cognit. Neurosci., 29:467-479.
Delay discounting, DD をアルコール依存症で検討した。fMRI 計測では側頭葉ネットワ
ークが DD と正、前頭頭頂葉－線条体ネットワークが負の相関。両者の機能結合も検討。
Uy, J.P. & Galván, A. (2017) Neuropsychol., 95:119-129.
睡眠量が高低のストレス下の危険な意思決定と fMRI による AI の活性にどう関係するか
検討。睡眠量が多いと高ストレスでの危険な意思決定は減少、AI 活性低下も小さくなった。

経頭蓋磁気刺激 TMS, 経頭蓋直流刺激 tDCS, その他
Boschin, E.A. et al. (2017) Neuropsychol., 94:36-43.
Wisconsin Card Sorting Test における葛藤の adaptation に dlPFC が関係することを反
復 rTMS でこの領域をかく乱することによりあきらかにした。
Cona, G. et al. (2017) Neuropsychol, 94:130-135.

2 つのタイプの展望記憶、注意を外部刺激に向けるか、内部（記憶）における意図に向け
るか、に SPC が関係することを rTMS で明らかにした。
Prinsen, J. et al. (2017) Neuropsychol., 95:111-118.
Eye contact が他者の行為の mimicry (mirroring) を強めることを、M1 への TMS が手
の筋肉からの運動電位を増幅させることで明らかにした。
Xu, S. et al. (2017) Neuropsychol., 95:240-249.
2 物体間の affordance の脳内機構では passive なもの（bowl）への抑制、active なもの
（spoon）への促進があるが、左 aIPS（背側系）への rTMS は両者の効果を減少させた。
Karok, S. et al. (2017) Neuropsychol., 94:84-95.
3 種類の運動学習の獲得と記憶に M1 への tDCS が与える影響を検討。右 M1 に anode, 加
えて左 M1 に cathode の両条件でプラスの効果があったが、
運動の種類で異なった影響が。
Payne, S. & Tsakiris, M. (2017) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 17:1-8.
右 TPJ への anodal tDCS は video-morphing による自他の顔の弁別課題でプラスの効果
を持った。
Seidler, R.D. et al. (2017) J. Neurophysiol., 117:429-435.
右 PFC への anodal tDCS への prism adaptation への効果を検討した。tDCS は adaption を促進し、この領域が感覚運動 adaptation と saving に関係することを示した。
van Elk, M. et al. (2017) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 17:9-23.
Mental body transformation task の実行に右 TPJ への anodal tDCS は RT を遅くする
などの効果を持ち、
この領域が third-person perspective taking に関係することを示した。
Collins, K.L. et al. (2017) PNAS, 114:166-171.
ゴム製の手と S1 の手の領域への電気刺激を同期させると、人工的な手の所有感を持つよ
うになった。応用を考えている。

発達・加齢
Hoekzema, E. et al. (2017) Nat. Neurosci., 20:287-296.
妊娠による初産の母親の脳の変化を sMRI で検討した。社会的認知に関係する STS,
mPFC などの領域の灰白質の減少がみられた。減少は attachnent と関係、2 年間持続。

Montoya, E.R. & Bos, P.A. (2017) Trend. Cognit. Sci., 21:125-136.
ついでなので挙げておく。経口避妊薬ピルの社会情動行動と脳機能への影響の総説。
Goisis, A. et al. (2016) PNAS, 114:84-88.
1958 年、1970 年、2000-2002 年に調査した 10‐11 歳の早産児の認知機能を検討したと
ころ、通常産児との差は小さくなっていた。
Tseng, C.-E.,J. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:644-655.
極度の早産児だった平均 30 歳の成人で視覚刺激の記憶の低下を fMRI, sMRI, DTI で検
討。再認－記銘の活性は PCC などで低下、LOC などで増加。LOC と脳弓の異方性が関係。
Lee, S.J. et al. (2017) PNAS, 114:148-153.
0‐2 歳の幼児で DTI により 12 の繊維束の共通因子を明らかにし、それと認知機能、遺
伝性を検討。成長に従い因子は増加したが、それらは認知機能と関連し、弱い遺伝性あり。
Barriga-Paulino, C.I. et al. (2017) Neuropsychol., 95:215-226.
6-26 歳の参加者で遅延見本合わせ DMTS の成績と ERP で WM の発達的変化を検討した。
年齢により ERP の振幅の減少と成績の向上があった。ERP の要素波と成績の分析がある。
Breukelaar, I.A. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:631-643.
8-38 歳の参加者で様々な認知制御機能と dlPFC, dACC, PCx の灰白質の発達的変化を
sMRI で検討した。灰白質の減少と認知制御機能の成績の向上が関係していた。
Höller-Wallscheid, M.S. et al. (2017) PNAS, Jan., 17:E830-E839.
平均 24 歳と 65 歳の参加者で、WM 課題の難しさ、加齢と両半球利用の関係を fMRI で
検討した。その結果、両半球の前頭前野の利用は年齢には関係なく、課題の要求によった。
Ziaei, M. et al. (2017) Neuropsychol., 94:1-12.
23 歳と 68 歳の参加者で情動的 WM 課題時の network を検討。記銘時に若者の左 vlPFC
の network は正負の情動で一つ、高齢者では正負別々の network を。左扁桃核も異なる。
Mary, A. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:923-937.
平均 24 歳と 69 歳の参加者で、系列運動学習後の S1 と他の領域との安静時の機能結合を
MEG で検討。機能結合は老若で差があり、学習、固定、offline の改善に関係した。

Getzmann, S. et al. (2017) Brain Cognit., 111:1-12.
25 歳と 65 歳の参加者でカクテルパーティ効果でのターゲット話者の変化の影響を ERP
も記録し検討。変化の手掛かりがある場合、両者で影響は小さかった。ERP 成分の分析も。

情動、不安、性格、個人差
Pawluski, J.L. et al. (2017) Trend. Neurosci., 40:106-120.
産後の不安と抑うつの神経生物学に関する総説。
Feldman, R. (2017) Trend. Cognit. Sci., 21:80-99.
アタッチメントについての総説。
Puetz, V.B. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:855-868.
3 歳前に虐待を受けた平均 10 歳の子供の白質繊維の結合を DTI で検討した。Global な
結合強度、
local な結合の低下、path length の増加がみられた。特に vmPFC で顕著だった。
Posner, J. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:678-687.
強迫性障害 OCD の安静時の機能結合、DMN と salient network, SN の結合を検討した。
DMN-SN, 注意、OCD 症状の関係。Inverse DMN-SN 結合の減少が注意、症状に関係。
Voon, V. et al. (2017) Brain, 40:442-456.
OCD の delay discounting などの意思決定における衝動性を前部連合－辺縁視床下核の
電気刺激が高めること、健常者のこの領域の安静時機能結合も意思決定との関連を示した。
Riccelli, R. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:715-726.
神経症傾向 N と内向性 I がバーチャルなローラーコースターでの脳活性と機能結合に関
係。N は左頭頂－島前庭系の活性と正の相関、そこと右扁桃核との機能結合増加。
McDonald, V. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:656-665.
衝 動 性 に 関 係 す る 脳 内 ネ ッ ト ワ ー ク を 脳 損 傷 患 者 の voxel-based lesion-symptom
mapping で検討。両側 PFC、左側頭回、左海馬が関係。運動の衝動性は左 PFC が関係。
Sarapas, C. et al. (2017) Brain Cognit., 111:63-72.
注意の三つの要素（alerting, orienting, executive control）と不安の関係を予測可能な差
し迫った脅威と予測不能な脅威で調べた。

Wu, D. et al. (2017) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 17:211-223.
完璧主義 perfectionism の脳構造を sMRI に VBM を適用して、不安や抑うつと関連付け
て検討。失敗への不安、自己の行為への疑問が不安、抑うつ、ACC 灰白質の容量と関係。

注意欠陥多動障がい ADHD
Liu, Z.-X. et al. (2017) Neuropsychol., 95:54-72.
ADHD の成人で WM の訓練が Go/No Go の反応制御に影響を持つかを ERP も含め検討。
行動では傾向程度の効果、ERP に差があっても訓練量との相関はなく否定的な結果だった。

言語、読字、その障害
Karipidis, I.I. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:1038-1055.
読み書きを学習する前の発達性読字障害 DD の risk を含む子供で人工的な文字－音の組
み合わせを訓練。ERP, fMRI による脳計測で、訓練と関係する活動、領域が。障害予測も。
Plonski, P. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:900-908.
DD の脳の形態的な異常を脳の volumetric と geometric な測定値に機械学習の手法を適
用し明らかにした。左の側頭、頭頂、前頭前領域の脳回の geometric な特性に異常が。
Lee, Y.S. et al. (2017) Neuropsychol., 94:52-60.
一人の失語症の患者で naming が 50％のものを見出し、そのものの様々な事例を提示し
命名中の脳活性を fMRI に MVPA を適用して検討。上下の側頭皮質等で正誤の分離が可。

その他の障がいなど
Davies-Thompson, J. et al. (2017) J. Cognit. Neurosci., 29:573-591.
獲得性の相貌失認で顔の条件性見本合わせで同定の訓練を行った。顔の類似度、視点、
表情を操作。その結果、訓練顔の新しい視点、表情に、新しい顔にも般化。自宅で実験。
Boda, L. et al. (2017) PNAS, Jan. 9:E600-E609.
聴覚障がい者の高次聴覚皮質の再構造化を視覚的なリズム課題で検討。聴皮質は視覚入
力を受けたが、健常者の聴覚リズム課題で活性する領域。Task-specificity は残る。
Verdejo-Roman, J. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:666-677.
Body mass index, BMI により肥満、体重過多、健常に分け、食物、金銭報酬への脳内報

酬系の反応を fMRI で計測。肥満と体重過多では食物、金銭への報酬系の反応が異なった。
Rapuano, K.M. et al. (2017) PNAS, 114:160-165.
肥満リスクの遺伝的多型の児童の食物コマーシャルへの反応を fMRI で計測し、NAcc が
強く反応すること、また、NAcc の容量が大きいことが明らかになった。
Maier, S.U. & Hare, T.A. (2017) J. Neurosci., 37:446-455.
心拍の変動性が自己統制と関係することが知られているが、食欲の自己制御にも関係す
ること、それが vmPFC の活性にも関係することを明らかにした。

