今月の認知神経科学：論文紹介
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van Kerkoerle, T. et al. Alpha and gamma oscillations characterize feedback and
feedforward processing in monkey visual cortex. PNAS, 111:14332-14341, 2014
この論文はα-、γ-oscillation と情報の流れの方向を、サルの第一次視覚野 V1 の各層で
記録したマルチユニット MUA と局所場電位 LFP などにより、検討したものである。ただ
し、図が 9、補助的な図が 19 もある大作なので、残念ながらごく一部しか紹介できない。
サルの V1 に上段図 B にあるように各層の MUA, LFP を記録する電極を挿入した。課題
は texture に基づく地と図（白い四角）の分離図形、中央の凝視点から図に眼球を向けるこ
とが求められている（図 C, D）
。図が受容野 RF に入る（C）、入らない（D）条件がある。

中段図は RF が地の時の LFP
(A), current-source density (B,
CSD), MUA (C)の時空間パタン
で、縦軸が皮質の深さ、横軸が 4
層の LFP の谷 trough を基準にし
た活動変化である。ここではαリ
ズムのみ載せた。A, C では青がマ
イナス、赤がプラス、B はその逆
である。CSD で電流の吸い込み sink と湧きだし source が分るが、下段図右にあるように
αは 1, 2, 5 層から 4 層への流れがあり、これは feedback の経路に対応する。中段図 D の
MUA のピーク潜時は整合的である。γはその逆のながれで、feedforward に対応する。

Berger, C.C. & Ehrsson, H.H. The fusion of mental imagery and sensation in the
temporal association cortex. J. Neurosci., 34:13684-13692, 2014
視 覚的 イメー ジ生 成と音 の間 の多感 覚間 交互作 用を 腹話術 師の 錯覚 ventriloquist
illusion で検討した研究。課題は下の図。凝視点の下に課題（円をイメージせよ）が表示さ
れ、左右いずれかに数字が提示される。数字の位置はイメージを生成する位置と timing を
示す。すなわち、1s 毎に 3、2、1 と減少し 0
の時点でイメージ生成と両耳に音が提示され
る同期条件（左）と音が 500ms 遅れる非同期
条件（右）がある。その後、音の位置が尋ね
られる。数字が提示された空間、すなわち、
イメージ生成が行われた空間から音が聞こえ
れば、錯覚が生じたことになる。視聴覚の交
互作用の脳内過程を fMRI で検討した。
行動の結果は、錯覚の程度は同期条件の方
が非同期条件よりも大きかった。脳画像の結
果を下に示すが、左上側頭溝 lSTS で行動結果
と同じ同期＞非同期の活性がみられ（B）、そ
れは錯角の程度と相関した（C）。ｌSTS と右
聴覚皮質 rAC の間には有意な機能結合がみら
れ（E）、機能結合は錯覚の程度と相関してい
た（F）
。

Quiroga, R.Q. et al. Single-cell responses to face adaptation in the human medial
temporal lobe. Neuron, 84:363-369, 2014
ヒトの内側側頭葉 MTL のニューロンは刺激の特徴に応答するのか、それとも刺激に対す
る判断（刺激の意味）に応答するのかを検討した実験。刺激は実験参加者が知っている有
名人の顔写真の組（A-B）である。下の例では A と B はそれぞれ Bob Marley と Whoopi
Goldberg である。そしてこの二人の顔の中間の顔を morphing で作成する（中央の顔）。こ
の一つの、物理的に同一の中央の顔に対して A あるいは B という異なる判断がなされる。
分析の対象としたニューロンは、MTL の一方の顔にのみ反応するニューロンである。
結果は下のラスター表示と棒グラフにあるように、このニューロンは人物判断に対応し
た反応を示した。下にある折れ線グラフと棒グラフは全体の結果である。中間の刺激は 3
つつくられたが、どの中間の刺激でも人物判断に対応した発射がみられており、A, B 元の
刺激との間に有意な発射の違いはない（A）。同じ結果が B の棒グラフにも現われている。

DuBrow, S. & Davachi, L. Temporal memory is shaped by encoding stability and
intervening item reactivation. J. Neurosci., 34:13998-14005, 2014
この論文は系列刺激のような時間経過を含む記憶の記銘と想起、そして海馬との関係を
fMRI で検討したもの。
実験には 4 つの記銘と想起の条件があるが、下図左にある No switch
と Switch の条件に限定する。実験では顔かものの系列を記銘し、その後の想起のテストで
は 3 つの刺激を挟む刺激対を提示し、時間的に近い方を選ばせる recency test。No switch
条件ではテストの刺激と間の 3 刺激にはカテゴリの変化はなく、Switch 条件ではある。

想起の結果は、No switch
条件の方が Switch 条件よ
りも成績がいい。fMRI では
想起テストに使った刺激
R1, R2, 及び R1-R2 の類似
性と想起の関係を検討した
が、左海馬で R1-R2 の類似
性が想起結果を予測した。
次に想起時における 2 つのテスト刺激の間にある 3 つの刺激の再活性を multivoxel
pattern analysis, MVPA を利用して検討した。顔とものに異なる反応をするボクセルを脳
全体から選び出し、記銘時のデータで classifier の訓練をした。それをテスト時のデータに
適用した。両条件とも顔（もの）同士の比較なので条件間にカテゴリの差がないが、3 つの
中間の刺激が再活性しているのなら、No switch 条件の方が classify がよいと予測される。
結果は上図の右にあるように、
後者の予測と一致し category evidence が高かった。
さらに、
classfier の中の海馬のデータを除いた結果と海馬の記銘－想起の類似度 ERS との関係を検
討した。その結果、下の図にあるように、No switch 条件でのみ ERS と category evidence
の間に有意な正の関係がみられた。
（なお、データ分析をわたしは十分に理解していない。
）

Gruber, M.J. et al. States of curiosity modulate hippocampus-dependent learning via
the dopaminergic circuit. Neuron, 84:486-496, 2014.
好奇心は学習にプラスに働くが、その脳内機構を偶然的な学習も含めて、fMRI で検討し
た。予備的な調査で、雑学的な知識 trivia に関する質問が行われた。そして、答えを知っ
ているか、答えを知りたいか（好奇心の指標）を評定させた。答えを知らない雑学的知識
で、好奇心の高い知識と低い知識を選び出した。スキャナー内の実験では選び出された雑
学的な質問、顔、質問の答えの順で提示された。スキャン後に顔の再認テストと答えの保
持テストを行った。fMRI データは顔提示、答え提示前を対象とした。ROI は黒質/腹側被
蓋野 SN/VTA, 側坐核 NAcc, 海馬 HIPP である。

NAcc と SN/VTA の活性は好奇心の評定と正の相関を示した。好奇心と記憶の関係は上の
図 A にあるように、trivia の答えの記憶は好奇心が高い方の成績が良かった。答えの記憶
の有無に基づき事後記憶分析を行った（B）。その結果が C で、SN/VTA では好奇心の高低
に関係なく覚えていた trivia で高い活性がみられたが、NAcc と HIPP では好奇心の高低で
活性パタンに差があり、高い好奇心では質問を覚えていた場合は忘れた場合よりも活性が
強かった。側坐核と海馬が好奇心による学習の促進に関係する。
一方、偶然的な顔の学習に関しても、trivia への好奇心がそれと直接関係しない顔の再認
にプラスに働いた。顔の再認成績に基づいて事後記憶分析を行ったが、上とはやや異なり
SN/VTA と HIPP の活性が好奇心による偶然的な学習の促進と関係していた。
考察では当然ドーパミンの役割などが問題になっている。

Marsh, A.A. et al. Neural and cognitive characteristics of extraordinary altruists. PNAS,
111:15036-15041, 2014
Psychopath の脳画像研究は多いが、その逆に位置する極端に利他的な人々の研究はない。
ここでは見知らぬ人に腎臓を提供した極端に利他的な人々の、表情写真に対する反応を行
動と脳の機能面、構造面を MRI で検討した。fMRI による脳の機能面の計測では、恐れ、
怒り、快－中性の表情写真を提示した。課題は写真の性別の判断である。行動テストでは 6
つの表情（怒り、不快、恐れ、幸せ、悲しみ、驚き）の認知である。Psychopath の研究を
参考にして、ROI は扁桃核に設定した。
上の図の A は恐れ＞中性かつ極端な利他性＞統制群だった右の扁桃核を示している。恐
れの表情についての認知の成績は極端な利他性＞統制群だった。B は恐れの表情に対する右
の扁桃核の活性と認知の成績の関係を示している。下の図は構造的な MRI の結果で、右の
扁桃核の容積は極端な利他性＞統制群だった。これらの結果は、同様な手続きで行われた
psychopath と反対の傾向を示している。

Li, D. et al. Domain-general and domain-specific functional networks in working
memory. Neuroimage, 102:646-656, 2014
この論文は fMRI で計測されたワーキング・メモリ WM の記銘、維持、テストの時期の
脳活性を主成分分析と多変量多重回帰を結合させた constrained principal component
analysis, CPCA で分析し、
domain-general と domain-specific なネットワークを検討した。
手続きを簡略化して説明すると、9.5s の遅延に先行して刺激が提示されるが 4 つの条件
がある：2 つの聴覚提示のアルファベット (2A), 2 つの色の提示(2B), 2 つの聴覚アルファベ
ットと 2 つの色(2V2A), 4 つの色(4V)の提示。音は継時的、色は同時に最大 4 つの位置に提
示。遅延後のテスト期に聴覚、色刺激が一つ提示され、系列位置、空間位置の同異の判断
が求められた。
4 つの主成分が選択された。成分１：domain-general encoding (41.69%), 成分 2：
articulatory suppression (11.17%), 成分 3：domain-general attention (4.9%), 成分 4：
domain-specific visual encoding (4.19%). ( )内は課題関連の分散の説明の割合。下の図の上
は成分 1、下は成分 4 の結果。脳の図で黄色は負荷がプラス、青はマイナス。4 本の折れ線
グラフは上記の刺激提示期の条件。灰色は刺激提示関連の時期、ピンクは遅延の後期、水
色はテスト関連の時期として脳活性の分析に設定された。成分 1 では刺激条件に差がなく
（domain-general）
、提示期に活性がある。下の成分 4 の結果は、刺激提示期に視覚刺激の
数に応じた活性がみられる。脳の領域については省略する。成分 2，3 も割愛するが全時期
に活性がある。それ故、記銘の時期には domain-specific な活性が関与するが、その後は
domain-general な働きにより WM は実行されていると考えられる。
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Klingberg, T. (2014) Trends Cognit. Neurosci., 18:573-579
子供のワーキングメモリの発達はスキル学習と同じメカニズムを部分的に含むという主
張。前頭－頭頂ネットワーク、線条体と皮質との連絡の関与を考えている。
Sheridan, M.A. & McLaughlin, K.A. (2014) Trends Cognit. Sci., 18:580-585
幼児期の経験はその後の発達に影響を持つが、それを不足（認知的、社会的入力の欠落）
と脅威（身体的な脅威）に分けて考える枠組みを提案している。
Bock, J. et al. (2014) Cerebral Cortex, 24:2920-2930.
ラットの幼体期の 2-way active avoidance の学習訓練が成体期の回避学習を促進したが、
その現象を腹内側前頭前野、外側眼窩前頭部における神経解剖学のレベルで検討した。
Cui, Q. et al. (2014) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 9:1472-1480
fMRI による虚偽検出の研究。従来は虚偽の生成に焦点があったが、この研究では虚偽生
成の結果にも焦点を当てた。
Furuya, S. et al. (2014) J. Neurosci., 34:13834-13839
経頭蓋直流刺激 tDCS をピアニストと普通の人の運動野にあたえ、系列的な指の運動へ
の影響をみた。普通の人では改善がみられたが、ピアニストではそれはなかった。
Buhle, J.T. et al. (2014) Cerebral Cortex, 24:2981-2990
最近 cognitive reappraisal の脳機能画像研究が増えており、前頭－頭頂の制御系と扁桃
核の関係が問題になっている。このテーマにかんするメタ分析。
Aoki, Y. et al. (2014) Brain, 137:3073-3086
ASD における他者の社会的な情動の認知の障害が oxytocin により改善することを行動と
fMRI による脳画像で確認した研究。
Saito, Y. et al. (2014) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 9:1443-1450
自閉症様の性格特性と oxytocin 受容体の遺伝子 OXTRrs2254298A と脳の関係を MRI で
検討した研究。社会性低下、上記遺伝子を有する者は島皮質の灰白質の容積が小さかった。

Alaerts, K. et al. (2014) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 9:1589-1600
自閉症 ASD における右の上側頭溝と他の領域との結合の低下が情動の認知の障害を予測
するという報告。Resting と Point light による情動の認知時の fMRI 計測を行っている。
Wang, S. et al. (2014) Neuropsychol., 63:259-274
ASD の社会性の障害に扁桃核が関係するという考えがある。この研究は ASD と扁桃核
損傷で視覚探査における社会的刺激への注意を検討。ASD のみで障害がみられた。
Weinger, P.M. et al. (2014) Neuropsychol., 63:10-18
ASD の児童の視覚誘発電位の研究で、大細胞系の関与が考えられる周波数領域で低いコ
ントラストへの反応に障害があった。また、ノイズが多くみられた。
Ye, A.X. et al. (2014) Human Brain Map., 35:6049-6066
ASD の青年で脳磁図 MEG を用いて、脳の機能結合のパタンが定型発達 TD とは異なる
ことを示した。それはβ, γ帯域など周波数に依存していた。
Ray, S. et al. (2014) Human Brain Map., 35:6032-6048
ASD, 注意欠陥多動 ADHD, TD の脳内の機能的、構造的結合を比較検討した。他領域と
結合の多い node 同士は結合が多いという rich-club organization の見地を採用した。
Ichikawa, H. et al. (2014) Neuropsychol., 63:51-58
ADHD と TD の児童で怒りと幸せの表情に対する側頭葉の血流を NIRS で計測した。
ADHD では怒りの表情への反応が弱く、ピーク潜時のばらつきが大きかった。
Carr, K.W. et al. (2014) PNAS, 111:14559-14564
聴覚と運動生成の正確な統合を必要とする beat synchronization の就学前児童における
能力が、談話の受容や読字の準備を予測するという研究。
Altarelli, I. et al. (2014) Human Brain Map., 35:5717-5735
発達性の読字の障害 dyslexia と TD の側頭平面 PT の表面積を比較したところ、TD では
左半球の方が広いのに、dyslexia では右半球の方が広かった。
Balslev, D. et al. (2014) J. Cognit. Neurosci., 26:2778-2788
同時に一つ以上のものを知覚できない同時失認 simultanagnosia の空間的注意の研究。
中心視－周辺視の観点から検討し、周辺視に問題があるようだった。

Göttlich, M. et al. (2014) Human Brain Map., 35:5617-5632
強迫性障害 obsessive-compulsive disorder の resting state の fMRI による結合性の研究。
辺縁系の結合の低下と前頭－頭頂の結合の亢進が症状に関係している。
Grabe, H.J. et al. (2014) Human Brain Map., 35:5932-5945
失感情言語化症 alexithymia は情動の認知的処理の障害と考えられるが、構造的 MRI の
研究で両側の背側前部帯状皮質の灰白質の容積の減少がみられた。
Tinaz, S. et al. (2014) Human Brain Map., 35:5834-5846
トウレット症候群 Tourette syndrome は運動や音声のチックを症状とするが、感覚運動皮
質の役割を GABA の測定、MEG, resting での fMRI による結合性から検討した。
Dalgleish, T. & Werner-Seidler, A. (2014) Trends Cognit. Sci.18:596-604
抑鬱は自伝的記憶の処理に問題がある。その点に焦点を当て、記憶治療学を提唱してい
る総説。
Dedovic, K. et al. (2014) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 9:1632-1644
Subclinical な抑鬱にストレス負荷などを与え、自尊や mood の測定をした。負荷で自尊
状態は減少したが、抑鬱傾向の人は抑鬱が強まった。膝下前部帯状回の活性変化が関係。
Dillon, D.G. et al. (2014) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 9:1576-1583
抑鬱では報酬の反応、記憶が弱化していると考えられる。それが中脳腹側被蓋野/黒質の
ドーパミン細胞、右の海馬傍回の活性低下と関係していた。
Ducharme, S. et al. (2014) Cerebral Cortex, 24:2941-2950
不安/抑鬱傾向と右の腹内側前頭前領域の皮質の厚さとの関係を児童から青年までの年齢
層で検討した。12 歳ごろを境に関係が逆転し、以下では負、以上では正の相関があった。
Heitmann, C.Y. et al. (2014) Huam Brain Map., 35:6023-6031
社会不安の高い者と低い者にスピーチをさせ、その後それに対する評価をした。その時
の脳活性を fMRI で記録した。内側前頭前皮質の不活性、島皮質の活性亢進が不安と関係。
Fox, M.D. et al. (2014) PNAS, Sept., 29, E4367-E4375
Resting state のネットワークと侵襲、非侵襲の脳刺激の関係をさまざまな精神神経学的
な疾病で検討したメタ分析。

