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Bartsch, M.V. et al. Attention to color sharpens neural population tuning via feedback 

processing in the human visual cortex hierarchy. J. Neurosci.37:10346-10357, 2017. 

 この論文は色に対する注意が前部高次視覚野から後部高次視覚野へのフィードバックで

生じることを脳磁図 MEG で示した。課題は上図左にある。＋を注視下で、左視野に赤 R0

と他の 3 色で折半された円が提示され、R0 が円の左右いずれにあるか答える。右視野には

R0-P6 の 7 色が提示される。R は赤、P は purple の略。右視野の probe 刺激への MEG の

反応を P6 への反応との関係で分析した。Feature-based attention, FBA の結果のみ紹介。 

  

 

 上図右 A は 3 つの時点での下記 6 つ

の MEG 反応をまとめた field map であ

る。230ms では前部、320ms では後部に

活性がみられる。右 B は前部（青）、後

部（緑）の活性で、それぞれ 205-275ms, 

275-390ms の間に peak がある。下図は 

 R0-P6 から P5-P6 の MEG 反

応の比較である。A は初期視覚

野の反応で、色の距離に応じ

た活動がみられる。B は P5 の

みで活性が低下する前部高次

視覚野の反応で 200ms 過ぎで

活性が purple 領域へ拡大。C

は後部高次視覚領野の反応

で、R と P カテゴリが分化。

このような時系列で色への注

意の脳過程が捕らえられた。 



Isik, L. et al. Perceiving social interactions in the posterior superior temporal sulcus. PNAS, 

Oct. 9, E9145-E9152, 2017. 

 この論文は右後部上側頭溝に社会的な交渉やその内容に関係する領域（SI-fROI）がある

ことを示した。社会的交渉の有無は光点によるヒトの動きで実現した。また、関連する周辺

の領域（側頭頭頂接合部 TPJ、後部上側頭溝顔領域 pSTS-face、MT 野）に特異的な刺激を

提示し、この社会交渉に特異的な領域の独自性を検討した。 

上図 A は社会交渉有りで見られた右半球の活性領域。上図 B は SI-fROI、TPJ、pSTS- 

 

 

  

face、MT の一人の参加者での位置

関係。SI-fROI は TPJ (ToM)、pSTS-

face(顔)の各 fROI と部分的に over-

lap があった。中図 A-D は各 fROI

における社会的交渉（左２つのバ

ー）、ToM（中央 2 つ）、顔（右２つ） 

刺激への反応であ

る。TPJ と顔領域は

それぞれ対応する刺

激に応答している。

SI-fROI は TPJ や

pSTS-face と類似し

た反応パターンを示

し、領域的にも機能

的にも overlap する

が、反応の profile は

異なる、独自の社会

的交渉特異的な領域

である。 

 この後、光点から

図形による社会的交 

渉への般化が起こることを示したが、省略する。次

に、この SI-fROI 領域が社会的交渉内容の性質に関

する情報を含んでいるかを MVPA の decoding で検

討した。図形が助け合うか、邪魔するかの decode で

ある。結果は下図で、SI-fROI は（TPJ, pSTS-face も）

有意な decode を示し、交渉の性質の情報も含んでい

た。なお、図 3, 4, 5 と図の説明が合っていないので

読まれる方は注意して下さい。 



Valence, not utility, underlies reward-driven prioritization in human vision. J. Neurosci., 37: 

10438-10450, 2017. 

 この論文は視覚で報酬に関係した刺激の優先化が valence によるものか、それとも損失の

回避も含む utility によるものかを行動と fMRI の MVPA で検討した。この 2 つのモデルは

上図にある。Utility モデルでは報酬も損失の回避も同様の表象の質を示すが、Valence モデ

ルは報酬、中性、損失回避の順で質の低下を予測する。これらが妨害刺激の場合は逆の結果。 

 

課題は下図 A にある。4 つのカテゴリ（人、

車、木、家）の一つが Block cue (target)とし

て指定され、そのカテゴリの刺激の有無の判

断を行う。参加者によってカテゴリと

feedback の関係は決まっており、B にあるよ

うに報酬、損失の回避、そして 2 つの中性で

ある。ポイントは図の通り。脳に関しては、

もの選択的領域 OSC を同定、OSC における

個々のカテゴリへの反応パタンを同定する。

課題中の刺激への反応と個々のカテゴリへ

の反応パタンとの相関を調べる。高い相関は

強い表象を意味する。なお、妨害刺激の分析

は中性のカテゴリが target の時に行った。 

 



 結果が上図で課題への反応パタンと 3 つの feedback のタイプとなったカテゴリへの反応

パタンの相関で、図 A, B は valence model に適合する。図 C は hit 率で、図 D はｘ軸が

valence model と A,B の脳の結果との回帰、ｙ軸は valence model と C の行動の結果との

回帰の関係を示しており、正の相関関係にある。 

 

 紙幅の関係で省略したが、全脳の searchlight 法も行った。下図は右後部頭頂皮質（頭頂

間溝、上頭頂小葉）でみられた utility model が適合する領域である。なお、ここでは多く

を端折って説明した。詳しくは論文に当たられたい。 

  



今月の認知神経科学の応用 

 

ここでは応用研究の論文をわずか 2 行で紹介している。このサマリーを読まれて興味を

持たれたら、是非論文に当たってもらいたい。多くの事項が抜け落ちているから。なお、し

ばしば出る長い単語は英語の短縮系にしたい。以下にその例を挙げる。各項目アルファベッ

ト順である。 

 前部 a, 尾側 c, 背側 d, 外側 l, 内側 m, 後部 p, 吻側 r, 腹側 v  

 前部帯状皮質 ACC, 背側注意系 DAN, デフォルト・モード・ネットワーク DMN, 有

線領外身体領域 EBA, 嗅内皮質 ERC, 前頭眼野 FEF, 紡錘状回顔領域 FFA, 前頭頭頂

皮質 FPC, 前頭頭頂ネットワーク FPN, 下前頭回 IFG, 島皮質 Ins, 下後頭回 IOG, 下

頭頂皮質（小葉）IPC (L), 頭頂間溝 IPS, 下側頭回 ITG, 外側後頭皮質（complex）LOC, 

一次運動野 M1, 中前頭回 MFG, ミラー・ニューロン・システム MNS, 中側頭回 MTG, 

内側側頭葉 MTL, 側坐核 NAcc, 眼窩前頭部皮質 OFC, 中脳水道周囲灰白質 PAG, 後

部帯状皮質PCC, 頭頂皮質PCx, 前頭前野PFC, 水道周囲灰白質PAG, 海馬傍皮質（回）

PHC (G), 運動前野PMC, 海馬傍回場所領域PPA, 後部頭頂皮質PPC, 周嗅皮質PRC, 

脳梁膨大後部皮質 RSC, 一次体性感覚野 S1, 上前頭回 SFC, 補足運動野 SMA, 感覚運

動皮質 SMC, 上頭頂皮質（小葉）SPC (L), 上側頭回（皮質）STG(C), 線条体 STR, 上

側頭溝 STS, 側頭頭頂接合部 TPJ, 一次視覚野 V1, 腹側被蓋野 VTA 

 アルツハイマー病 Alz, Behavioral Activation System BAS, Behavioral Inhibition System 

BIS, ブレイン・コンピュータ・インターフェイス BCI, ボディマス指数 BMI, 境界性

人格障害 BPD, ドーパミン DA, dynamic causal modeling DCM, false alarm FA, 

Generalized anxiety disorder GAD, 独立成分分析 ICA, 長期記憶 LTM, 多次元尺度構

成法 MDS, ミスマッチ・ネガティヴィティ MMN, 月齢 mo, 強迫性障害 OCD, 主成

分分析 PCA, 心的外傷後ストレス障害 PTSD, 急速連続視覚提示 RSVP, 反応時間 RT, 

短期記憶 STM, 定型発達 TD, 心の理論 ToM, ワーキング・メモリ WM, 年齢 y 

 Blood-oxygen level dependent BOLD, dynamic causal modeling DCM, 拡散テンソル画

像法 DTI, 拡散強調画像法 DWI, 脳波 EEG, エラー関連負電位 ERN, 事象関連電位

ERP, 異方性比率 FA, 機能結合 FC, 機能的磁気共鳴画像法 fMRI, just noticeable 

difference JND, 後期陽性電位 LPP, long-range temporal correlation, LRTC, 脳磁図

MEG, 運動誘発電位 MEP, mismatch negativity MMN, 磁気共鳴分光法 MRS, （機能

的）近赤外線分光法(f)NIRS, 表象類似性分析 RSA, 安静時機能結合 rsFC, 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, 視覚誘発電

位 VEP, voxel based lesion symptom mapping VLSM 

 

 

 



認知機能一般 

Killgore, W.D.S. et al. (2017) Soc. Affect. Behav. Neurosci., 12:1624-1636. 

 情動的知能 EI と安静時の fMRI による機能結合の関係を検討。Ability EI は大脳基底核/

辺縁ネットワークと後部 DMN の間の fMRI 信号（結合）と負の相関を示した。 

 

Shenk, L.A. et al. (2017) J. Neurosci., 37:9715-9723. 

 プラセボの鎮痛効果の消去抵抗が高いのは、PFC と vSTR の負の機能結合が vSTR の予

測誤差の処理を抑制し、治療の期待の更新を低下させることによるという fMRI 研究。 

 

Wilkey, E.D. et al. (2017) Neuroimage, 159:430-442. 

 2色のdotの数を比較するnonsymbolic数量比較課題で、dotの比率と大きさ（congruency）

を変えた。成績は数学の能力に関係し、比率関連の領域の活性は congruency で差なし。 

 

Durantin, G. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:5440-5455. 

 Inattentional deafness, ID の fMRI 研究。音を聞き逃したときは右 IFG, smPFC の活性が

増大し、また、IFG と音処理の右 STG の間の有効な FC が減少していた。 

 

 

訓練と自己統制 

Braunstein, L.M. et al. (2017) Soc. Affect. Behav. Neurosci., 12:1545-1557. 

 情動の制御を implicit-explicit, automatic-controlled の 2 つの軸で、行動と脳の両面から

論じた総説。 

 

Heisz, J.J. et al. (2017) J. Cognit. Neurosci., 29:1895-1907. 

 身体的運動 PE と認知訓練 CT を合わせて実施すると、高度妨害記憶課題の成績を上げ、

PE の成績の良い者は CT の効果もあり、脳由来神経栄養因子、記憶課題の成績を上昇。 

 

de Lange, A.-M.G. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:5666-5680. 

 26 歳と 73 歳の群で記憶の訓練の効果を白質の微細構造を含めて検討。両群で記憶への

効果があり、若い方が顕著。高齢では白質の微細構造への効果がみられ、記憶成績と関係。 

 

Shermohammed, M. et al. (2017) J. Cognit. Neurosci., 29:1803-1816. 

 Cognitive reappraisal, CR に対する急性の心理的ストレス（Trier Social Stress Test）の影

響を検討した。予想に反して、moderate なレベルのストレスは CR に影響を与えなかった。 

 

 



意思決定、報酬 

Wake, S.J. & Izuma, K. (2017) Soc. Affect. Behav. Neurosci., 12:1558-1564. 

 社会的、金銭的な報酬が同じニューロン群を活性化させているかを MVPA で検討した。

左尾状核、両側の NAcc のニューロンは両方の報酬に反応していた。 

 

Zhang, M. et al. (2017) Brain Cognit., 119:54-63. 

 対面で risky な意思決定をしている両者の脳活動を NIRS で同時記録した。mPFC や TPJ

の活性が高まり、mPFC, dlPFC では活性の同期がみられたが、女性では左 TPJ で同期が。 

 

Lempert, K.M. et al. (2017) Soc. Affect. Behav. Neurosci., 12:1584-1593. 

 Temporal discounting, TD の緩和に快の自伝的記憶を想起することが有効だった。想起

中の STR, TPJ の活性が関係し、また、vmPFC の想起と意思決定時の表象類似性が関係。 

 

 

社会認知神経科学 

Martin, J. et al. (2017) Trend. Cognit. Sci., 21:864-877. 

 Multipurpose な社会的なシグナルとしての微笑についての総説。 

 

Qu, C. et al. (2017) Trend. Cognit. Sci., 21:893-908. 

 社会的な dominance hierarchy についての脳研究を含む総説。 

 

Chiesa, P.A. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:5562-5576. 

 閾下で提示された他者の痛み/快の表情は中性的な表情を less/more likeableにした。fMRI

計測ではそれぞれの閾下刺激は aPFC/SMC を活性化させた。 

 

Coan, J.A. et al. (2017) Soc. Affect. Behav. Neurosci., 12:1574-1583. 

 脅威に直面した場合、親密なパートナーからの援助は苦悩を減少させ、脅威に関連する脳

領域の活性を低下させる。これは援助の期待により増幅される。 

 

Wang, L. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:5535-5550. 

 他者の前でモラル逸脱者を罰することは責任の拡散をうみ、それは dACC や被殻の活性

に反映される。これらの領域と他の領域の課題中の FC、rsFC が責任拡散に対応して変化。 

 

 

発達・加齢、母子関係 

Mossad, S.I. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:5577-5589. 



 極度の早産児は ToM に問題がある。ToM 課題で社会－認知的な要求を増加させ MEG

計測を行うと、右 IFG, TPJ の活性が早産児では低かった。MEG の利点を生かした分析も。 

 

Morgan, J.K. et al. (2017) Soc. Affect. Behav. Neurosci., 12:1605-1613. 

 産後うつの母親で成人の幸せな顔への脳反応と育児の関係を検討。症状が重いと STR の

活性と育児は正の相関があり、軽いと負の相関と楔前部の活性とは正の相関があった。 

 

Kim, S. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:5421-5439. 

 薬物依存の母親に我が子の笑顔を見せると、通常みられる視床下部、vSTR、vmPFC の活

性が低下していた。 

 

Stamoulis, C. et al. (2017) J. Neurophysiol., 118:2275-2288. 

 30-96 mo の心理的なネグレクトを受けた幼児の脳内のネットワークを脳波で検討した。

頭頂－後頭ネットワークは過剰な結合、左側頭部と両側の広範な領域の間は結合低下。 

 

 

情動、不安、性格、個人差 

Sui, J. & Gu, X. (2017) Trend. Neurosci., 40:643-653. 

 自己 Self についての最近の研究の opinion 論文。 

 

Sel, A. et al. (2017) Cereb. Cortex, Nov 11, 2016:5144-5155. 

 心拍に同期した刺激を提示し、自己 40/他者 60 の顔に対する自己判断への効果を検討。

同期は自己判断を上げ、心拍誘発電位を増大。内受容と外受容の統合が self-awareness に。 

 

Chavez, R.S. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:5222-5229. 

 fMRI の decoding を快、不快の画像、lexical trait-judgment 課題での自他判断に適用し、

クロス decoding を行ったが、vmPFC で成績がよかった。自己と快は密接に関係する。 

 

Barke, A. et al. (2017) Soc. Affect. Behav. Neurosci., 12:1647-1657. 

 完全主義者には自己評価、外部評価に基づくものがあるが、digit-flanker 課題中の fMRI

計測と、エラーへの反応から、それぞれの評点の高低のタイプの特性を明らかにした。 

 

Waugh, C.E. et al. (2017) Soc. Affect. Behav. Neurosci., 12:1448-1459. 

 情動慣性 EI と情動課題前後の脳血流の関係を検討。lPFC の血流変化は非特異的に EI の

減少を予測、vmPFC の血流変化は positive EI、外測後頭皮質は negative/stress EI に関係。 

 



Goldfarb, E.V. et al. (2017) J. Cognit. Neurosci., 29:1877-1894. 

 SR 学習、エピソード記憶の学習後、想起前に与えた急性ストレスの影響を検討。いずれ

もエピソード記憶に影響。SR学習後のコーチゾルの反応の個人差は SR学習の成績と関係。 

 

Neal. L.B. & Gable, P.A. (2017) Soc. Affect. Behav. Neurosci., 12:1377-1383. 

 脳波にみられる前頭皮質の左右差と性格特性について検討。改訂 BIS と衝動性にかかわ

る調節制御系が右の前頭の活性と関係していた。 

 

Caravaggio, F. et al. (2017) Europ. J. Neurosci., 46:2253-2264. 

 衝動性と交連後の被殻の容量の間には男性では負の相関、女性では正の相関がみられ、男

性では衝動性が高いと被殻の容量が小さかった。 

 

Vaghi, M.M. et al. (2017) Neuron, 96:348-354. 

 強迫衝動性障害 OCD における行動と確信度の乖離を検討。OCD は環境の変化に対応し

て確信度（環境の内部モデル）を変えるが、それを行動のガイドとして利用しない。 

 

Colich, N.L. et al. (2017) Soc. Affect. Behav. Neurosci., 12:1480-1489. 

 抑うつ経験の母親とその娘、健常な母娘に金銭的な incentive delay 課題を行わせ fMRI 計

測。母娘の被殻の活性が、抑うつの経験に関係なく、金銭的 loss の予期に関係していた。 

 

Kann, S.J. et al. (2017) Soc. Affect. Behav. Neurosci., 12:1511-1519. 

 3 歳時の負の情動性 NE と 9-12 歳時の情動的な顔の処理の関係を fMRI で検討。NE が高

かった子供は左扁桃核、左 FFA の活性が高いが、両者間の機能結合は低かった。 

 

Nicholson, A.A. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:5551-5561. 

 PTSD には感情低下のサブタイプ PTSD-DS があるが、vmPFC, 扁桃核、PAG 間の機能

結合の方向を DCM で検討すると、PTSD は bottom-up, PTSD-DS は top-down だった。 

 

Lindner, P. et al. (2017) Soc. Affect. Behav. Neurosci., 12:1500-1510. 

 女性の psychopathy と脳白質の微細構造を DTI などで検討。情動、lifestyle の側面は紡

錘状回の、個人間関係の側面は脳弓、鉤状束の integrity と負の関係。鉤状束は男性と同じ。 

 

Wassereman, E.A. et al. (2017) Neuroimage, 159:371-387. 

 モラルの逸脱をHarmと Purityに分けて脳表象を fMRI のRSAで分析。Harm は楔前部、

Purity は左 IFG で。後者では subdomain で領域が異なり、それは ICA の行動分析と一致。 

 



Massau, C. et al. (2017) Soc. Affect. Behav. Neurosci., 12:1490-1499. 

 小児性愛者のモラル判断を fMRIで検討。子供への性的犯罪に対する左TPJ, 左pIns, PCC, 

楔前部の活性が control に比べて低く、それがモラル逸脱の判断やその RT と関係しない。 

 

 

経頭蓋磁気刺激 TMS, 経頭蓋直流刺激 tDCS, 経頭蓋交流刺激 tACS, その他の刺激 

Silvanto, J. & Cattaneo, Z. (2017) Brain Cognit., 119:32-38. 
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