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Kauffmann, L. et al. Effective connectivity in the neural network underlying Coarse-to- 

fine categorization of visual scene. A dynamic causal modeling study. Brain & Cognit., 

99:46-56, 2015. 

 風景の視覚処理は coarse-to-fine, CtF（その逆が FtC）、すなわち、低空間周波数が上位

の脳で処理され、それからの top-down, feedbackで高空間周波数の処理が下位の脳で行わ

れると考えられる（predictive codingと整合的）。この実験では、下にあるように CtF/FtC

の段階的な刺激が提示され、屋外、室内の判断を求めた。fMRI で脳の活性を記録し、

Dynamic Causal Modeling, DCMで CtFの機能結合を検討した。 

 

CtF > FtCの脳領域は下前頭回 IFG（眼窩前頭部）、下側頭皮質（紡錘状回 FG、海馬傍回）、

後頭皮質（楔部 C）だった。これらの領域の機能結合関係を DCMで検討したが、5つのモ

デルのうち、下の図にあるモデルの適合がよかった。Endogenous (b) とModulatory (c)の

結合を比較すると、C→IFG, IFG→FGの機能結合が増加するとともに、IFG→Cの結合も

増加した。IFG→C が top-down の機能を担うと考えられた。なお、図で点線は modulate

されない結合、灰色の線は FtC関係の結合である。 



Snow, J.C. et al. Preserved haptic shape processing after bilateral LOC lesions. J. 

Neurosci., 35:13745-13760, 2015. 

 Lateral occipital complex (LOC) が視覚的な形の認知に重要な領域であることは知られ

ている。ところが、LOCの一部は触覚 hapticによる形の認知にも関係することが知られて

いる（lateral-occipital tactile-visual region, LOTV）。しかし、損傷研究がない。この研究

は両側の LOC が損傷された患者 M.C.の行動研究と触覚課題中の fMRI による脳機能画像

研究である。Single case studyなので、健常者の fMRIデータの分析もそれに合わせた。 

 

類似している。ただ、M.C.では後部中側頭回 pMTG の LO に近傍領域に活性がみられた。

この領域は上記のLOTVとは異なる。この pMTGの活性はLOCを含む領域の損傷後のLOC

様の触覚のもののコード化の再構造化に関係しているのかもしれない。では、LOC の触覚

課題における役割は何か。一つの可能性は視覚的なイメージ生成。別の可能性は、LOC は

異種感覚に関係することにより、対象の認知の有効性を増す。 

 左の図は M.C.の視覚、触覚によ

るものの再認と、形の matching の

結果である。視覚では 10 のものの

再認すべてで不正解だった。一方、

触覚の再認課題では110のものの再

認すべて正解だった。また、形の

matchingに関しては、30問すべて

正解だった。この結果から分るよう

に、LOC は触覚による形の再認や

知覚に本質的に重要な場所ではな

い。触覚による形の認知の fMRI研 

究の結果が左に

ある。左がコン

トロールNC、右

がM.C.のデータ

である。NCでは

触覚課題で LO

が活性化してい

る。M.C.では損

傷もあり、LOに

活性はみられな

い。全般的には

NC と M.C.で活

性化する領域は 



Deen, B. et al. Functional organization of social perception and cognition in the superior 

temporal sulcus. Cereb. Cortex, 25:4596-4609, 2015. 

 上側頭溝 STS は社会的、言語的な機能と関係するが、その機能構造は不明で、むしろ均

一と考えられてきた。この研究は STS 領域によって機能が異なること、また、重複するこ

とを示した。下の折れ線グラフは STSの前後軸で、後ろから、心の理論 ToM、生物学的運

動 BM、顔、声、言語の順番で活性が強いことを示している。下の棒グラフは、各コントラ

ストで最も鋭敏だった領域での他のコントラストの結果である。ToMや声、BMでは他の 

 

 

少数のコントラストで有意な差がみられて

いるにすぎない。これらの領域では少数の

機能に関係する。ここでは詳しく触れるこ

とはできないが、顔に見られるように多く

の機能が関係する領域もある。この両者の

機能構造により、社会的、言語的な情報が

適切に処理されている。 



Ariani, G. et al. Decoding internally and externally driven movement plans. J. Neurosci., 

35:14160-14171, 2015. 

 この論文は運動のプランを fMRIデータへMVPAを適用することによりdecodeした研究。

ただし、自己（内部）駆動 free-choice, action selectionと外部刺激による駆動 instructed, S-R 

mappingの 2条件がある。運動は precision grip, power grip, touchの 3種類。外部駆動で

は＋の色で行う運動が指示された。Delayed-movement paradigmで delay中を planning

の時期と考えた。運動は音を合図に行った。fMRI データに MVPA を適用したが、通常の

分析で活性の高かった前頭葉、頭頂葉を中心に 13 の ROI を対象にした、全脳を対象にし

た 2つの分析を行った。なお、運動は右手で行った。 

 2 つの MVPA の結果をまとめたものが下の脳の図である。青丸は自己駆動、赤丸は外部

駆動、黄丸は一方の条件（例えば、自己駆動）で訓練した classifierで他方の条件での運動 

 

 

を予測しており、そ

れが有効な場合は両

条件に共通する抽象

的な planning に関

係する領域と考えら

れた。Planningの領

域は一次運動野、背

側運動前野、前、中、

後部頭頂間溝、上頭

頂小葉、自己駆動の

領域は背外側前頭前

野、腹側運動前野、

縁上回（以上左脳）、

後部頭頂間溝、上側

頭回後部、中側頭回

後部（以上、右脳）、

外部駆動の領域は両

側の補足運動野、前

補足運動野だった。 

 Decoding の研究

はサルとヒトの知見

をつなぐ意味で重

要。両者には一致し

ていない点があり、

今後の研究が必要。 



Collin, S.H.P. et al. Memory hierarchies map onto the hippocampal long axis in humans. 

Nat. Neurosci., 18:1562-1564, 2015. 

 この論文は海馬の前後軸に沿ってエピソード記憶の表象の階層が後方の単純なものから

前方の複雑なものになる（後方から前方へ：small-scale, medium-scale, large-scale 

network）ことを示した。課題を下に示す。参加者は 4つのビデオ（Narrative1-4）をみる

が、各ビデオは一見無関係な A, B, C, Xの４つの物語 narrativeからなる。無関係だった

A, B, Cの物語（Phase 1）は、A-Bが Link-phase 1, L1で結びつけられ（Phase 2）、B-C

が L2で結びつけられる（Phase 3）。その結果、A-Cも結びつく（B-Xはコントロール）。 

  

B-X 

A-B B-C 

A-C 

 fMRI データに表象類似性分析

RSA を適用した。記述が簡単なので

理解できていない点があるが、下の

図 a, b にあるように、要素的な物語

A-B, B-Cが連合されていない small- 

scale では海馬の後方が（左）、A-B

と B-C が結びついた medium-scale

では海馬の中間部が（中）、A-B, B-C, 

A-C のすべての物語が結びついた

large-scaleでは海馬の前方部（右） 

posterior hippocampus (HIPP)  mid-portion HIPP  anterior HIPP 

で類似性が高か

った。これらの結

果は、大、中、小

の 3 つの scale の

networkが、海馬

の前方部から後

方部に独立かつ

同時にあること

を示す。参加者を

すべての物語を

統合していた者

と、そうでない者

に分けて分析す

ると、このような

結果は統合して

いた者のみでみ

られた。 



Bird, C.M. et al. Consolidation of complex events via reinstatement in posterior 

cingulated cortex. J. Neurosci., 35:14426-14434, 2015. 

 この研究は 2 つの実験よりなっているが、実験 2 について説明する。実験 2 では fMRI

の計測中にタイトル付きの 26のビデオクリップをみるが、先ず 13のクリップをみて 10の

クリップをリハースし、次に 13のクリップをみて 10のクリップをリハースする。そして、

1週間後にタイトルを提示し 26のクリップの再生が求める。 

 Univariate analyses で記銘とリハーサル時に活性が高い領域を明らかにした後に、リハ

ーサル中の記憶の再活性 reinstatement を multivariate analyses, representational 

similarity analyses, RSAで検討した。すなわち、同じクリップの記銘とリハーサルに対す

る活性が、異なるクリップの記銘とリハーサルに対する活性よりも高い、記憶の再活性の

領域を見出した。それが下の図で、内側の頭頂－後頭領域（後部帯状回、後膨大部皮質、

楔前部）、角回、後部中側頭回から海馬傍回、海馬に伸びる領域である。次の RSA では、

記憶の再活性と 1 週間後の記憶の成績とが相関する領域を検討した。結果が下の 4 つの脳

の図であるが、上の図と部分的にオーバーラップする後部帯状回だった。この領域は再生

時の vividnessとも相関した。 

 著者らは後部帯状回がリハーサル、記憶の再活性でエピソードの細部を結びつけ、さら 

 

に、それらをより

一般的な意味的な

知識 schema と結

びつけることによ

り、記憶の固定に

役立つと考えてい

る。 

 なお、著者らも

述べているが、

univariate 分析で

後部帯状回は抑制

deactivation の領

域であることは興

味深い。 



Patai, E.Z. et al. Extent of hippocampal atrophy predicts degree of deficit in recall. 

PNAS, 112:12830-12833, 2015. 

 この研究は新生児期、周産期に低酸素/虚血で海馬の容量が通常より 10%以上減少してい

る 9-33歳（平均 16歳 2カ月）の 29名の参加者で記憶の想起（再生と再認）を検討した。 

 

 

上の棒グラフは神経心理学的プロフィール

で、知能指数 IQ、記憶能力 MQ、読み書き

の能力 Lit、数量的機構能力 Num で、健常

者（白バー）と比較すると MQ のみが平均

の 1 SD以下になっている。記憶は 2 x 2, す

なわち、視覚・言語、再生・再認、を調べる

D&P testで検討した。なお、再生・再認の

難易度は同程度になっている。 

 29 名の結果を下に示すが、視覚、言語の

再生が海馬の容量と正の相関を示し、換言す

れば、新生児、周産期に障害は再生に負の影

響を持った。しかし、再認は海馬の容量とは

関係しなかった。 



Mormann, F. et al. Neurons in human amygdala encode face identity, but not gaze 

direction. Nat. Neurosci., 18:1568-1570, 2015. 

 視線と扁桃核の関係は相反する結果があり、コンセンサスは得られていない。この研究

はテンカン患者の扁桃核（基底外側核）、海馬、嗅内皮質、海馬傍皮質からニューロン活動

を記録し、顔写真の視線の方向、個人の identityとの関係について検討した（下の図の a-d。

なお、一部の実験では写真でなく、実際の人間が刺激になっている e: live encounter）。  

 一例を下に示すが、扁桃核のニューロンは identityに関係するが、視線には関係しなか 

 

 

った。図でｂは視

線が参加者に向い

ており、c, dではそ

れているが、発射

に差がない。いっ

ぽうで、特定の個

人に反応してい

る。この点を明瞭

に示しているのが

representational 

matrix 分析で（最

下図）、扁桃核ニュ

ーロンが identity

に関係し（左）、視

線の方向には関係

しないことが分か

る。視線の方向に

関しては、海馬な

どほかの領域でも

関係せず、identity

との有意な関係

が、海馬、海馬傍

皮質でもみられ

た。 



今月の認知神経科学の応用 

 

Poldrack, R.A. & Farah, M.J. (2015) Nature, 526:371-379. 

 認知神経科学の現状と展望。大見出しを書きだすと、いかにしてヒトの脳を研究するか、

fMRIの新しい可能性、ヒトの神経科学の応用、脳画像のチャレンジと将来の方向性、他。 

 

Schreiner, T. & Rasch, B. (2015) Cereb. Cortex, 25:4169-4179. 

 ドイツ語話者にオランダ語の学習をさせたが、NonREM睡眠時に学習したオランダ語を

提示したところ学習が促進した。前頭、頭頂の脳波にはθ oscillationなどに変化があった。 

 

Stockdale, L.A. et al. (2015) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 10:1373-1382. 

 メディアで暴力的なシーンをみることの表情の処理への影響を検討した事象関連電位

ERP研究。N170, P200の振幅が減少、N200/P300が増大。他者に鈍感、抑制しにくい。 

 

Dambacker, F. et al. (2015) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 10:1303-1309. 

 経頭蓋直流刺激 tDCS の陽極刺激を男女の右背外側前頭前野 dlPFC に与え、proactive, 

reactiveな怒りへの反応を見た。男性の proactiveな怒りが刺激で減少した。 

 

Gable, P.A. et al. (2015) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 10:1310-1315. 

 正の情動に基づく衝動性 positive urgency と前頭葉の脳波の左右非対称性の関係を検討

し、それが右前頭皮質の活性の低下によること、それが制御機能に関連すると考えた。 

 

Kong, F. et al. (2015) Hum. Brain Mapp., 36:4582-4591. 

 若者の流動性知能は母親の教育と関係し、それは内側前頭前野の灰白質の容量と関係す

るが、父親の教育は関係なかった。 

 

Lockwood, P.I. et al. (2015) J. Neurosci., 35:13720-13727. 

 前部帯状皮質の回部 ACCg は他者への報酬の予測で活性化したが、それは共感の特性の

高い人でみられ、共感性が低い人では自己への報酬の情報で活性化した。 

 

Rutgen, M. et al. (Sep. 28, 2015) PNAS, E5638-E5646. 

 他者の痛みへの共感が自己の痛みの知覚から発生するという説を、placebo analgesiaと

オピオイドによるその抑制で検討し、この説を支持する結果を得た。 

 

Beltrán, D. & Calvo, M.G. (2015) Hum. Brain Mapp., 36:4287-4303. 

 幸せの表情は他の情動顔よりも早く認識されるが、その脳内過程を脳波で検討した。左



中側頭回起源の N140、右紡錘状回、背側帯状皮質起源の P3b, N3が関係していた。 

 

Desmet, C. & Brass, M. (2015) Neuroimage, 122:195-202. 

 普通でない unusual な行為を観察すると内側の前頭前野が活性化するが、行為の意図性

により部位が異なる。意図的な場合は前方部が、非意図的な場合は後方部が活性化する。 

 

Cowell, J.M. & Decety, J. (2015) PNAS, 112:12657-12662. 

 幼児のモラルの発達を調べるために、prosocial, antisocial なキャラクターを見せ、脳波、

眼球運動、行動、社会環境など多方面から検討した。 

 

Sawe, N. & Knutson, B. (2015) Neuroimage, 122:87-95. 

 公園の開発を守る保護活動を寄附と fMRIの脳活性から検討。伝統的な公園は側坐核、破

壊的な開発は前部島皮質、両者が内側前頭前野の活性を変えた。寄附には島皮質が重要。 

 

Cazzato, V. et al. (2015) Europ. J. Neurosci., 42:2534-2545. 

 凝視点の色の変化で左/右への saccade を指示。背景に政治家の顔と左/右への視線を

distractorとして提示。Saccadeは参加者の社会的な面から影響を。fMRIによる脳活性も。 

 

Mandel, A. et al. (2015) Europ. J. Neurosci., 42:2508-2514. 

 他者の eyeblink は一時的に相対するものの saccade を抑制する。脳磁図によると blink

後 250msで後頭皮質に反応がでるが、それは共感の傾向の強いものほど反応が大きかった。 

 

Dong, G. & Potenza, M.N. (2015) Europ. J. Neurosci., 42:2546-2554. 

 インターネットでサーチする時の脳の活性を fMRI で計測し、特徴的な活性を報告した。

また、インターネットで得た情報の記憶について述べている。 

 

Finn, E.S. (2015) Nat. Neurosci., 18:1664-1671. 

 各個人の機能結合のパターンは安静時であれ課題時であれ特徴的で、指紋のように個人

を特定するのに有効であった。特に、前頭頭頂のネットワークが特徴的だった。 

 

Muraskin, J. et al. (2015) Neuroimage, 123:1-10. 

 野球選手がボールを打つか打たないかを短時間のうちに決定する過程を脳波の諸指標で

検討した。補足運動野の抑制的機能、紡錘状回、眼窩部の活動が素人とは異なっていた。 

 

Paraskevopoulos, E. et al. (2013) PNAS, 112-12522-12527. 

音楽家の聴覚－視覚統合を脳磁図で検討し、素人と比較した。その結果、素人では視覚



手掛かりに依存し、音楽家では聴覚に依存することが分かった。 

 

Omigie, D. et al. (2015) Cereb. Cortex, 25:4038-4047. 

 テンカン患者の深部脳波で音楽の valence の処理について検討した。眼窩前頭部が正の

valenceに関係していたが、それは扁桃核により駆動されていた。 

 

Petrican, R. et al. (2015) Neuroimage, 123:80-88. 

 背側注意 DAN、デフォルト DMN、前頭頭頂制御 FPCネットワークの安静時機能結合と

sad, angerの関係を検討した。FPC-DANが優位で、sad, 抑鬱がそれをmodulateした。 

 

Turner, G.R. & Spreng, R.N. (2015) J. Cognit. Neurosci., 27:2462-2476. 

 目標指向の planning で、前頭頭頂系 FPC は活性化、デフォルト系 DMN は抑制される

が、高齢者では課題が難しくなると、若年者と異なり、この couplingが強まった。 

 

Åhs, F. et al. (2015) Neuroimage, 122:262-271. 

 学習した恐怖の再活性と消去について fMRIで検討した。前者は dmPFC、後者は vmPFC

が活性化し、これらの領域と海馬、右扁桃核との関係がそれぞれ強まる、弱まった。 

 

Duncan, N.W. et al. (2015) Hum. Brain Mapp., 36:4622-4637. 

 幼児期に有害な経験をした健常な成人で、前頭前野－島－運動皮質のネットワークの変

化を安静時と有害課題時の fMRI, glutamate MRS, 拡散MRIで検討。影響がみられた。 

 

Stamoulis, C. et al. (2015) J. Cognit. Neurosaci., 27:2512-2528. 

 幼児期に施設で過ごしその後里子として育つなどした児童の脳波の oscillation を検討し

たが、認知機能関連の oscillation の振幅、cross-frequency coupling に負の影響があった。 

 

Ullman, H. et al. (2015) Brain, 138:3251-3262. 

 早産児の脳の構造（morphometry, fractional anisotropy）とかれらの 5, 7歳時の算数、

ワーキングメモリの能力の関係を検討した。島皮質、被殻が関係していた。 

 

Ball, G. et al. (2015) Cereb. Cortex, 25:4310-4318. 

 早産児の視床－皮質の結合性を拡散 MRI で計測し、かれらが 2 歳になった時の Bayley

発達検査の結果との関係を検討した。視床－皮質結合の障害が検査結果と関係していた。 

 

Bäuml, J. G. et al. (2015) Cereb. Cortex, 25:4135-4145. 

 早産で成人したの脳の fMRIによる安静時の機能結合とmorphometryによる灰白質の容



量を検討したところ、両者が皮質下、側頭皮質で通常産だった成人と異なっていた。 

 

Alaerts, K. et al. (2015) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 10:1413-1423. 

 児童、青年、成人の自閉症 ASDにおける後部上側頭溝 pSTSの機能結合の発達的変化を

安静時の fMRIで検討した。ASDでは pSTSの結合の様々な発達パタンがみられた。 

 

Harris, H. et al. (22015) Nat. Neurosci., 18:1574-1576. 

 高機能の ASDで視覚的なテクスチャ弁別の実験を行った。ターゲットの位置を移動させ

ると、ASDでは以前の学習が妨害的に働いた。試行の反復を減少させると成績が向上した。 

 

Krach, S. et al. (2015) Hum. Brain Mapp., 36:4730-4744. 

 ASDで身体的な痛みと vicariousな社会的な痛みへの反応を瞳孔計と fMRIで検討し、健

常者と比較した。ASDでは後者の痛みに対する行動や脳の反応が低下していた。 

 

Pantelis, P.C. et al. (2015) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 10:1348-1356. 

 平均 20代のASDで社会的にバツの悪い awkward事態に対する脳の活性を fMRIで計測

したが、mentalizingに関連する右側頭頭頂接合部/後部上側頭溝の活性が低下した。 

 

Nair, A. et al. (2015) Hum. Brain Mapp., 36:4497-4511. 

 ASD の児童と青年で視床－皮質の結合性を安静時の fMRI と拡散テンソル画像法で検討

した。多感覚の連合皮質との結合の低下、帯状皮質、運動皮質との結合増加などがあった。 

 

Watanabe, T. et al. (2015) Brain, 138:3400-3412. 

 成人の高機能 ASD に oxytocin を 6 週間継続的に投与したところ社会的な相互性といっ

た中核的な症状が減少し、fMRIでは前部帯状回と背内側前頭前野の機能結合が増加した。 

 

Cox, A. et al. (2015) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 10:1357-1364. 

 健常者の自閉症の傾向と社会的、非社会的な報酬の予期との関係を事象関連電位 ERPで

検討した。その結果、自閉傾向が高いと社会的な報酬の予期で P3反応が小さかった。 

 

Mohl, B. et al. (2015) Brain & Cognit., 99:1-7. 

 注意欠陥多動 ADHDで読み障害 RDあり、なし、定型発達で word rhyming 連続実行課

題を行わせたところ、行動に差はないが、ADHD-RDで左の読字関連領域の活性が低下。 

 

Wetterling, F. et al. (2015) Hum. Brain Mapp., 36:4648-4663. 

 子供の頃 ADHD とされた青年を持続的な ADHD、一時的症状軽減の ADHD に分けて、



逆転学習を行わせ、fMRIで脳活性を計測。両者で罰に対して左前頭前野の活性等が異なる。 

 

Song, Y. et al. (2015) J. Neurosci., 35:14624-14635. 

 後頭顔領域と紡錘状回顔領域の間の安静時の機能結合の発達的変化を追い、顔認識のゆ

っくりした発達が領域固有的であるとした。発達性の相貌失認のデータも含まれている。 

 

Foerde, K. et al. (2015) Nat. Neurosci., 18:1571-1573. 

 拒食症患者 anorexia nervosaは非適応的で餓死にまで至る食物選択を行うが、その際、

健常者と比べて背側線条体の関与が大きく、背外側前頭前野との機能結合が重要だった。 

 

Stropahl, M. et al. (2015) Neuroimage, 121:159-170. 

 聴覚障害で聴覚皮質は視覚処理に関係するようになる。蝸牛インプラントで聴力を回復

すると、lip-readingが向上し、脳波による聴覚皮質の活性は顔の再認と正の相関を示した。 

 

Vavatzanidis, N.K. et al. (2015) J. Cognit. Neurosci., 27:2427-2441. 

 4 歳前に蝸牛インプラントをした幼児、児童で /ba/ の母音の長さの弁別を行わせ、その

経過を追った。初の聴覚入力の 2ヶ月後には弁別が可能、4ヶ月では ERPも正常だった。 

 

Goelich-Dobre, K.S. et al. (2015) Neuroimage, 122:20-32. 

 失感情症 alexithymia と共感 empathy の関係を MRI による脳構造から検討した。両者

は認知性、情動性の側面があるが、左扁桃核容量は認知性失感情症で減少、両共感で増大。 

 

Schienle, A. et al. (2015) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 10:1424-1428. 

 境界性人格障害の女性に情動顔写真を提示し、それを拡大（接近）することで personal 

spaceへの影響を fMRIで検討した。嫌悪顔の拡大は扁桃核、頭頂皮質を活性化した。 

 

Modinos, G. et al. (2015) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 10:1429-1436. 

 初めて発症した者を含む精神病 psychosis患者の情動的、中性的な風景に対する背内側前

頭前野、下前頭皮質、扁桃核の活性を fMRIで計測。中性刺激に対する反応が高かった。 

 

Abé, C. et al. (2015) Brain, 138:3440-3448. 

 Ⅰ型の双極性障害の脳の構造的変化を継続的に計測したが、躁状態の生起が背外側前頭

前皮質、下前頭皮質の容量の減少に関係していた。 

 

Breakspear, M. et al. (2015) Brain, 138:3427-3439. 

 遺伝的に双極性障害のリスクがある人で、前部帯状皮質ACC、左背外側前頭前皮質 dlPFC、



下前頭前皮質 IFCの機能結合関係を DCMで検討したが、dlPFCから IFCへの結合に対す

る ACCの影響が特徴的に健常者、双極性患者とは異なっていた。 


