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Bernstein, M. et al. An integrated face-body representation in the fusiform gyrus but 

not the lateral occipital cortex. J. Cognit. Neurosci., 26:2469-2478, 2014. 

 顔とそれ以外の身体は別々に処理されていると考えられるが、われわれが日常経験する

ものはどう統合されているのか。この論文はその点を competition effectで検討した。この

効果は、上図にあるように、刺激を継時的あるいは同時的に提示した場合、前者の方が活

性が大きいことを指す。この実験では身体を上、顔を下の条件（BF）は両部位が別々のも

のと捉えられ、逆のFBの条件では統合されものと捉えられるので、BFで competition effect

が大きくなると予測した。問題とする脳の領域は顔が FFA, OFA, 身体が EBA, FBAである。 

 その結果、下の図にあるように、BFの条件ではすべての領域で継時＞同時提示になった 

 

 

 

が、紡錘状回の顔領域と身体領域で

は両方の提示条件で差がみられなか

った。著者らはこの結果を、FB 条

件では顔と身体が統合されているた

めとした。後頭顔領域や有線領外身

体領域は初期の段階で顔、身体は別

個に処理されるが、紡錘状回はmid- 

level で両者が統合されると考えて

いる。 

上：刺激（A）と手続

き（B）。B の上が継

時、下が同時提示。 

 

下：結果。黒が継時、

灰が同時提示。 

OFA:後頭顔領域 

FFA:紡錘状回顔領域 

EBA:有線領外身体

領域 

FBA:紡錘状回身体

領域 

 



Meyer, T. et al. Image familiarization sharpens response dynamics of neurons in 

inferotemporal cortex. Nature Neurosci., 17:1388-1394, 2014. 

 この論文は rapid serial visual presentation (RSVP. 下図の c)の事態で 2つの familiar 

(F)な刺激と novel (N)な刺激を連続的に提示した時のサルの下側頭皮質のニューロンの反

応特性とその機能的な意味を検討した。 

下図 d-iは一つのニューロンの例であるが、多くのニューロンが同様の反応パターンを示

した。すなわち、F刺激には提示毎に一過的な発射活動がみられたが、N刺激には最初は強

い発射がみられるものの、その後の刺激には反応が減弱し、また、発射の時間経過も緩や

かだった。ただし、このような傾向は抑制性と思われるニューロンで顕著だった。 

 

 F刺激で反応が一過性でシャープになることの機能的な意味を検討するために、下の図に

あるように、FF, FN, F－, NN, NF, N－の条件を設定して F/Nと－の差を検討した（下図

の黄色の領域）。Fへの急峻な反応変化は、その後の刺激への応答を可能にしている。 

 

なお、サルの局所 field potential、ヒトの誘発電位も類似の反応パタンを示した。 



Kaliukhovich, D.A. & Vogels, R. Neurons in macaque inferotemporal cortex show no 

surprise response to deviants in visual oddball sequences. J. Neurosci., 34:12801 

-12815, 2014. 

 所謂 odd-ball課題では、出現確率が多い（この実験では 90%）standardと少ない（10%）

deviant刺激がある。standard に対して、脳の反応は減少する（adaptation, repetition 

suppression）。これに対して、deviantへの反応は亢進する（surprise response）。では、 

 

 

 上に示すように、deviant>standard という odd-ball 課題の標準的な結果が得られたが、

referenceは deviantよりも少し高い発射率になった。その他に様々な分析を加えているが、

結果は基本的に同じである。局所 field potential (LFP)も類似の結果だった。 

 これらの結果から著者らは、odd-ball課題で standard刺激への adaptation はあるもの

の、deviant刺激への surprise responseはないと結論した。そして、一部のpredictive coding

の、adaptationは top-downの影響によるという考えを批判している。今後の研究の深ま

りを期待したい。 

odd-ball 課題の刺激を deviant と同じ確率 10%で、他の刺激に混

ぜて提示したら（下の図、reference）、どのような反応を示すか？

この点をサルの下側頭皮質の neuron活動で検討した。 



Klapper, A. et al. The control of automatic imitation based on bottom-up and top-down 

cues to animacy: Insights from brain and behavior. J. Cognit. Neurosci., 26:2503-2513, 

2014. 

 模倣は自動的に行われる傾向があり、制御が必要である。この論文は人の手の動作かロ

ボットの手の動作か（form, bottom-up cue）、人が動作を行っているか（motion capture）

コンピュータ・プログラム（computer animation）が動作を行っているか（belief, top-down 

cue）の模倣への影響を、imitation- inhibition（congruent/incongruent）の課題で検討し

た（下の図参照）。この課題で参加者は、人差し指と中指でそれぞれのボタンを押し、画面

の数字に従って人差し指（1）か中指（2）を上げる。数字と画面の挙げた指が一致 congruent/

不一致 incongruentの条件がある。反応時間、一致効果（incongruent-congruent）で検討。 

 

 

 

 

 その結果、当然一致効果がみられ、beliefの主効果も有意で人の方がコンピュータよりも

反応時間が長かった。また、一致効果はmotion captureでは form間に差はないが、computer 

animationではロボットで効果は小さかった。脳に関しては、上の図にあるように、右の側

頭頭頂接合部 rTPJで人の手のmotion captureの条件でのみ、一致、不一致の効果がみら

れ、不一致＞一致だった。rTPJは刺激が人である時にのみ模倣の制御に関係する。 



Ben-Yakov, A. et al. Shifting gears in hippocampus: Temporal dissociation between 

familiarity and novelty signatures in a single event. J. Neurosci., 34:12973-12981, 

2014. 

 海馬は記銘と想起に関係する。両機能は別々に研究される傾向があるが、実際の記憶で

は両者は混在している。この研究は両機能を海馬において空間的、時間的に分離する試み。 

 

 

 

  

 実験手続きを左上に示す。複数のmovie 

clipを2日に分けて6回提示し（Pres1-6）、

fMRI で海馬の活性を記録した。なお、2

日目には 1 回提示の刺激（Single-Pres）

もある。その後、再生のテストを行った。 

 結果が左下図にある。海馬を左右半球、

前後で分けている。clipの offsetにすべて

の領域で活性がみられ、反復提示で活性が

減少した。一方、clipの onsetには海馬の

後部で活性がみられ、反復で活性が増加し 

た。すなわち、offset

反応は novelty, 記

銘に関係し、一方、

onset 反 応 は

familiarity, 想起に

関係すると考えら

れる。すなわち、単

一の eventで、記銘

と想起を空間的、時

間的に分離できた。 

 この結論は以下

の分析からひきだ

された。すなわち、

offset 反応と記憶の

成績の間には事後 

記憶効果（subsequent memory effect）がみられ、offset反応が大きいほど、再生成績

がよかった。また、onset反応に関して 1回目と 2回目の clip提示に対する反応パタン

の類似性、および 2回目の提示の活性に 1回目の提示の活性がどれほど enhanceされて

いるかに注目し、それらが再活性 reactivationを反映すると考えた。これらの測定値は

記憶の成績に関係しており、この考えを支持した。 



Reagh, Z.M. et al. Dissociated signals in human dentate gyrus and CA3 predict 

different facets of recognition memory. J. Neurosci., 34:13301-13313, 2014. 

 海馬の再認関連の信号には familiarity（反復に関係なく、familiar な刺激に反応抑制）、

recency（familiarityに関係なく、反復で反応抑制）、novelty（novelな刺激の反復で反応

抑制、familiarな刺激に反応低下。しかし、ここではmatch/mismatch信号）がある。そ

して、familiar/unfamiliarは前日提示の有無、それらの刺激の反復提示で、これらの信号

と海馬下位領域の関係を高解像の fMRIで検討した。 

 

 

 そして、DG/CA3関連の 2つの信号に関しては、前後軸で機能分化があった。DG/CA3

の前部は反復提示のみに、後部は familiarityと反復提示の両者に関連していた。また、後

膨大部皮質 RSCは DG/CA3後部と活性特性が似ていた。ただし、この 2つの領域の間には

機能的な分化があった。 

 上の図は使用した刺激と

簡単な手続き。Novel foil へ

の反応は baseline (0). 

 下の図は海馬の下位領域

の結果。左 CA1 は novelty 

(match/mismatch)に関係。

左右の DG/CA3 は反復で反

応が低下する recency. 加え

て familiarな刺激に反応大。

海馬台は特徴的な信号なし。 

 図はないが、皮質では周嗅

皮質が familiarity/novelty, 

海馬傍皮質はそれぞれの信

号に等しく関係し、嗅内皮質

は noveltyが比較的顕著。 



Ghosh, V.E. et al. Schema representation in patients with ventromedial PFC lesions. J. 

Neurosci., 34:12057-12070, 2014. 

 ヒトの腹内側前頭前野 vmPFCはすでに持っている schemaを利用した記銘に関係する。

vmPFCの損傷による特徴的な症状に作話 confabulationがある。これは vmPFCが schema

を利用した記銘だけでなく、schemaの活性化 reinstatementにも関係することを示唆する。

そこで、記銘を含まない課題を作話の vmPFCの患者（CP）、作話のない患者（P）に課し、

健常のコントロールとともに、この点を検討した。実験は 3部に分れている。第 1部では

schemaとして”going to bed at night”が与えられ、それに関連した単語、関連しない単語

irrelevantが提示され、schemaとの関連を Yes/Noで判断する。反応時間と正誤が計測さ

れた。10分後の第 2部では、新しい schemaとして”a visit to the doctor”が与えられ、第 1

部と同じように単語の schemaとの関連性の判断が求められた。単語の中に、第 1部で使

用した単語（old）と第 1部の schemaに関連する新しい単語（new）が含まれた。その直

後の第 3部では、第 2部の schemaと単語の関連性の評定が 4段階で求められた。 

 

 結果を上の図に示す。左が反応時間、右が評定結果である。第 1部、第 2部の schema

関連語と irrelevantな語の結果がある。第 2部に関しては第 1部の schemaに関連する old, 

newの語の結果がある。図で Xはコントロールの平均値である。左の反応時間に関しては

大部分で作話をする/した患者 CPは、コントロールに比べ、判断に時間がかかっている。

図に示していないが、正反応率に関しては、傾向として CPの成績は低いものの、コントロ

ールとの有意差は多くない。右の評定結果では、4名中 3名の CPが、第 2部に出された第

1部関連の単語を第 2部の schemaに関連するものと捉える傾向が有意に強かった。これら

の結果は、vmPFCの損傷は、それが作話と関係する場合、不適切な schemaの活性を引き

起こすことを示した。この結果は vmPFCが適切な schemaの活性に関係し、それはこの領

域が schemaによる記憶の統合に関係することの前提であることを示した。 



今月の認知神経科学の応用 

 

Sai, L. et al. (2014) Brain Cognit., 90-142-150 

 事象関連電位 ERPによる嘘発見の試み。Concealed Information Test (CIT)で参加者の

反応に与えられる feedbackに対する ERPによる嘘発見の可能性を検討した。 

 

Hänggi, J. et al. (2014) Neuropsychol., 62:152-162 

 チェス・プレイヤーの脳の構造（灰白質と白質）を通常の人と比較した研究。頭頂葉、

前頭葉、後頭側頭接合部、紡錘状回、尾状核、上縦束に着目している。 

 

Benasich, A.A. et al. (2014) J. Neurosci., 34:13349-13363 

 言語獲得に重要なヒトの 4-7ヵ月齢の乳児で、能動的、受動的な音響環境（非言語音）の

影響を、ERPにより検討した。弁別訓練による能動的な条件がより有効だった。 

 

Kraus, N. et al. (2014) J. Neurosci., 34:11913-11918 

 2年間の community music programを受けた児童は脳波で測定された言語関連の能力が、

1年間の児童よりも優れていた。Risk のある児童にはこの programは有効と考えられる。 

 

Fan, Y. et al. (2014) Human Brain Map., 35:5328-5339 

 Early life stress と扁桃核－前部帯状回膝下部の間の機能結合の関係を検討した研究で、

oxytocinの影響をあわせて調べた。 

 

Anderson, S. et al. (2014) Neuropsychol., 62:286-296 

 高齢者に対する聴覚処理の短期的な訓練が聴覚や認知機能を高めたが、これはその維持

についての研究。知覚面と認知面で維持が異なっていた。 

 

Yan, Y. et al. (2014) Nat. Neurosci., 17:1380-1387 

 知覚学習におけるサルの一次視覚野のニューロンの可塑的な変化を慢性的に植えこまれ

た電極アレイで検討した。図と地の分離が日ごとに亢進した。 

 

Tomasino, B. et al. (2014) Brain Cognit., 90:32-40 

 ヒンドウ―教と仏教における瞑想の違いを論じ、fMRIによる脳の活性パタンにもそれが

反映されることを示した研究。 

 

Villemure, C. et al. (2014) Cerebral Cortex, 24:2732-2740 

 ヨガによる痛みの耐性を構造的なMRIで検討した研究。島皮質の灰白質がヨガの経験と



正の相関をし、痛みの耐性に関係していた。 

 

Doerig, N. et al. (2014) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 9:1333-1340 

 自己批判、反省 self-criticism に関係する脳の領域を fMRI で検討。情動とそれを制御す

る前頭前野の活動に注目。性格や cognitive reappraisalとの関係に言及している。 

 

Hermann, A. et al. (2014) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 9:1435-1442 

 Cognitive reappraisalとexpressive suppressionは情動制御の主要なストラテジーだが、

働きは異なる。構造的なMRIで両者の関与する脳領域が異なることを明らかにした。 

 

Gilaie-Dotan, S. et al. (2014) J. Neurosci., 34:12394-12401 

 個人のリスクへの対応と脳の関係を構造的なMRIで検討した。右の後部頭頂皮質の容積

が大きい人ほど risk aversionが少なかった。 

 

Richmond, L.L. et al. (2014) J. Cognit. Neurosci., 26:2443-2454 

 ワーキング・メモリWMの訓練時に経頭蓋直流刺激 tDCSを与えると、WMに促進的な

効果があり、他の課題にも転移がみられたとする報告。 

 

Dubischar-Krivec, A.M. et al. (2014) Brain Cognit., 90:157-164. 

 自閉症 ASDの savant calendar calculatorと定型発達 TDの calculatorの脳の働きを脳

磁図MEGで検討し、前頭前野がともに活動したが、ASDでは脳の後方にも活性があった。 

 

Libero, L.E. et al. (2014) Human Brain Map., 35:5204-5218. 

 高機能の ASD と TD の青年で、投げるなど action と幸せなど emotion の身体表現の同

定中の脳活動を fMRIで計測し、ICAを適用。両群でコヒーレンスに差のある領域がある。 

 

Libero, L.E. et al. (2014) Neuropsychol., 62:1-10 

 高機能の ASD の皮質の構造を MRI で調べた。主に社会脳と言われている脳領域で、両

群に差がみられた。 

 

O’Hearn, K. et al. (2014) Brain Cognit., 90:124-134 

 自閉症では TDにある青年期から成人期への顔処理の発達がみられない。この点を顔全体、

部分、自動車の直後記憶の手続きで検討した。顔以外の自動車でも発達がみられなかった。 

 

Bernardino, I. et al. (2014) J. Cognit. Neurosci., 26:2624-2636 

 3-D structure-from-motion (SFM)は背側と腹側系の協力によるが、前者に問題がある



Williams症候群（WS）では、背側系の内側部に reorganizationがみられる。 

 

Haas, B.W. et al. (2014) Cerebral Cortex, 24:2796-2806 

 WSの児童の前頭後頭束、鉤状束と関連する紡錘状回、扁桃核、海馬、内側眼窩回の構造

的な統合状態を拡散テンソル画像法で研究した。 

 

Morein-Zamir S. et al. (2014) Human Brain Map., 35:5141-5152 

 ADHDの青年で右の下前頭前皮質と反応抑制、注意との関連を fMRIで検討した。ADHD

では反応抑制に問題があり、右の下前頭前皮質の活性低下がみられた。 

 

Fassbender, C. et al. (2014) J. Cognit. Neurosci., 26:2455-2468 

 注意欠陥多動障害 ADHDの delay discounting（時間的に遠い報酬は価値を減ずる）にお

ける decimal effect（$25.12のように少数以下があると discount rateが減る ）の研究。 

 

Johnston, B.A. et al. (2014) Human Brain Map., 35:5179-5189 

 ADHD の診断指標に脳幹の白質の減少、橋の容積の減少があり、それはノルアドレナリ

ン関連の青班核、ドーパミンに関係する腹側被蓋に近く、これらの伝達物質の関与を予想。 

 

Ou, J. et al. (2014) Human Brain Map., 35:5262-5278 

 十分に理解できていないが、ADHD の児童の fMRI による研究で、脳内の機能に特有の

atomic dynamic interaction patternsがあることを示した。 

 

Diehl, J.J. et al. (2014) Neuroimage, 101:653-666 

 読み障害 RD, dyslexiaでは音韻だけでなく視覚処理も問題とされる。MDの言語以外の

視空間処理は優れており、それは読み障害と関係していた, trade-off。fMRIの研究もある。 

 

Evans, T.M. et al. (2014) Neuroimage, 101:644-652 

 足し算は左の言語関連領域、引き算は両側の頭頂葉が関係する。発達性の dyslexia では

足し算に軽い障害がある。fMRI研究は縁上回の活性が TDと異なることを明らかにした。 

 

Kronschnabel, J. et al. (2014) Neuropsychol., 62:245-261 

 青年期の dyslexiaで聴覚－視覚の感覚統合の脳内過程を検討した。TDとの比較では、下

前頭回や上側頭回など書字－音韻関連の領域に差がみられた。 

 

Geranmayeh, F. et al. (2014) Brain, 137:2632-2648 

 失語症からの回復を脳機能画像と行動的介入から論じた総説。 



 

Keizer, A. et al. (2014) Neuropsychol., 62:26-37 

 拒食症 anorexia nervosaの女性のゴム手袋の錯覚 rubber hand illusionの研究。拒食症

では強い ownershipがみられた。身体像の研究もある。 

 

Taylor, C.T. et al. (2014) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 9:1379-1387 

 社会的不安障害者にコンピュータを利用した注意修正プログラムを実施し、行動と脳へ

の影響を見た。行動の改善に対応した脳内情動系や認知制御系の活性の変化があった。 

 

Boehme, S. et al. (2014) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 9:1413-1418 

 社会的不安障害者が公や評価を伴うスピーチの前に経験する予期的不安の脳内過程を

fMRIで研究した。負の情動に関係する島皮質などは活性上昇、腹側線条体は活性低下した。 

 

Foti, D. et al. (2014) Neuroimage, 101:50-58 

 報酬の障害は大うつ病 MDD の特徴であるが、その点を ERP の feedback negativity と

fMRIによる腹側線条体の活性で検討した。MDDの subtypeへの言及もある。 

 

Park, C.-H. et al. (2014) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 9:1404-1412 

 MDDを脳内の機能的ネットワークの障害と考え、正、負、中性の情動の video clipを提

示し、情動状態でのネットワークの変化を検討した研究。特に負の情動で変化が大きい。 

 

Thirioux, B. et al. (2014) Brain Cognit., 90:87-99 

 統合失調症の患者の共感を virtual reality technologyを適用して研究した。症状の重篤

度と共感の障害は関連した。 

 


