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Bracci, S. et al. Representational similarity of body parts in human occipitotemporal 

cortex. J. Neurosci., 35:12977-12985, 2015. 

 外側、腹側の後頭側頭皮質（LOTC, VOTC）には身体部位を表象する領域がある。その

表象がいかなる原則に基づいているのかを、刺激の類似性から検討した。刺激は ROIを決

めるためのヒトの身体全体、椅子と身体部位（手、腕、足先 feet、脚 leg、胸、腰、顔上部、

顔下部）である。類似性は身体的な形の類似性、知覚的な形の類似性、身体的な近さ、皮

質ホムンクルでの近さ、意味的な類似性である（下図で色分けされている）。これらの類似

性に関して、各身体部位を多次元尺度構成法で二次元空間に配置、デンドログラムで表示

して、各刺激に対する fMRIデータと比較するモデルとした。なお、ROIでは身体全体＞

椅子の活性で、後頭皮質では椅子＞身体全体の活性だった。 

 

 

 

 モデル（従属変数）と ROIの fMRIデータ（独立変数）の（非）類似性マトリックスに

多重回帰分析を行った結果が上の図である。意味的な類似性のモデルが神経反応とよく合

致していた。そこには 3つのクラスターがあり、1. Action effector （手、足先、腕、脚）、

2. Noneffector body parts（腕、腰）、3. Face parts（顔の上、下半分）となっていた。図

には表示しなかったが、後頭皮質では身体的な形の類似性のモデルが神経反応をと合致し 

 

た。 

 脳全体の分析で、頭頂皮質、前頭皮質でも神経活性の

類似性は意味的な類似性と関係していた（左図のピンク

の領域）。 



Hertrich, I. et al. Context-dependent impact of presuppositions on early magnetic brain 

responses during speech perception. Brain Lang., 149:1-12, 2015. 

 音声知覚で文脈からくる予想 presupposition, PSPに合わない単語を含む文がでてきた 

 

Set 1. Context: Tina was in the zoo and saw some polar bears.  

Test: She observed that the polar bear was quite aggressive. Uniqueness PSP violated. 

Set 2. C: Somebody has no house. T: Somebody painted the house. Existence PSP 

violated.  C: Somebody has a house. T: Somebody built a house. Novelty PSP violated. 

 

 

mechanismを反映しているのだろう。一方、M200cの振幅がmismatch条件で大きいのは、

早すぎる自動的な音韻/語彙処理を抑制することと関係すると思われる。この他に二相的な

α帯域抑制があったが、それぞれ初期の抑制は PSP triggar語の処理に関係し、後期の抑制

は意味の再解釈に関係すると思われる。この論文は predictive codingへの興味から読んだ。  

時の反応を脳磁図 MEG で

記録した。左に使用した二

組の文脈文とテスト文、予

想に合う、合わないの効果

を、下に予想に合わなかっ

た文例を挙げておく。テス

ト文の受容可能性を評定さ

せると、予想通りの結果に

なった。 

 MEG データの相互相

関を分析したところ、

non-match条件でM50c

のピーク潜時が遅く、一

方、M200cの振幅が大で

の傾向があった。それを

左に示す。上記の傾向は

M50c に関しては、(A), 

(B)の左半球、(D)にみら

れる。M200cの振幅につ

いては、(E), (F)にあるよ

うに non-match 条件で

大であった。M50c の潜

時が match 条件で短い

のは、top-down driven  



Reeder, R.R. et al. Preparatory activity in posterior temporal cortex causally contributes 

to object detection in scenes. J. Cognit.Neurosci., 27:2117-2125, 2015. 

 後部側頭皮質には対象物に特異的な領域があり、注意で予期的活性化することがニュー

ロン活動の記録や fMRI研究で分っている。この予期的活性と注意の関係が因果的なものか

を磁気刺激 TMSで検討した。この研究の特徴は刺激に natural sceneを使用していること

である。実験 1の課題は風景の中に人あるいは車をみつけること。刺激提示を基準に 100 ms

ステップで-200 - +200 msの時点で single-pulse TMSが後部側頭皮質pTCに与えられた。

頭頂部刺激がコントロールである。結果を下に示すが、-200, -100 msの pTCへの TMSで 

 

 

 

  

人、車の検出が低下し

ている。実験後に質問

紙検査を実施し、参加

者が高次の注意の

template（人、車の

一般的で視点無関係

の特徴よりなる）か、

低次の template（人、

車の特定の特徴、事例

よりなる）を利用して 

いるかを調査した。そして、成績との相関

をとると、高次の template を利用してい

る参加者ほど成績が悪かった。実験 2はそ

の点を検討した。実験 2の手続きを下に載

せる。条件が 2つあり、カテゴリ・レベル

では異なる人、車が、個別レベルでは同じ

人、車が提示された。TMSは pTCと初期

の視覚皮質 EVC である。結果を左に示す

が、高次のカテゴリ・レベルの条件では、

EVC 刺激に比べ、pTC 刺激では成績が低

下していた。一方、低次の個別レベルの条

件では TMS刺激の脳領域間に差がない。 

 ということで、注意の事態で、pTC の

top-down の予期的な活性は注意に因果的

に貢献していることが分かった。 



Handjaras, G. et al. A topographical organization for action representation in the 

human brain. Hum. Brain Mapp., 36:3832-3844, 2015. 

 この論文は行為の高次で抽象的なレベルでの表象を検討したもの。参加者は 3種類の行

為の動画を観る：道具を使う行為（ペーパーナイフを使う、など）、他動詞的行為 transitive

（本のページをめくる、など）、自動詞的行為 intransitive（手を振る、など）。動画観察中

に fMRIで脳活性を計測するが、1セットの3種類の行為にpattern classification (decoding) 

を適用、訓練し、もう一つのセットで 3種類の行為を分類させた。分類はチャンス・レベ

ル（1/3）を越えた。 

 

 

 

 上の図は分類が有効だった領域である。道具使用（赤）、他動詞（緑）、自動詞（青）的

行為が、重なりを含みながら、左右の前頭葉から後頭葉で分類可能だった。著者らはこの

ような高次レベルの行為のカテゴリの表象の分布を topographical organization, あるいは

action topographyと呼んでいる。A, B, Cに左の前頭皮質、後頭側頭皮質、頭頂皮質の拡

大図がある。Cの頭頂皮質では道具使用と他動詞的行為が表象されている。A, B の前頭皮

質、後頭側頭皮質では道具使用行為、自動詞的行為とそれらの重なりの領域の近傍に道具

使用行為、他動詞的行為とそれらの重なりの領域がある。著者らはこの結果が行為を階層

的に考える多くの説に合致すると考えている。  



Tomasi, D. et al. Dissecting neural responses to temporal prediction, attention, and 

memory: Effects of reward learning and interoception on time perception. Cereb. 

Cortex, 25:3856-3867, 2015. 

 この論文は短時間の時間経過の予測と脳の関係を fMRIで研究したものだが、その課題

（TOP: target onset prediction）に含まれる感覚運動（SM）、ワーキング・メモリ（WM）、

空間的注意（SA）の要素を含む課題も行わせ、時間予測に重要な脳の活性を分離しようと

した。下に課題を示すが、詳細は本文を当たられたい（なお、図で TP=TOP）。TOPでは

response windowが短く（0.3 s）、targetを待っていては間に合わないようになっている。

なお、著者らは cueから targetまでの期間を強化学習の TD learning module が働くと考

えている。 

 

 

結果を上に示すが、報酬に関連する側坐核（NAc）、内部感覚の受容に関係する島皮質

（Insura）、視床（Thalamus）などで他の課題より強い活性が TOP課題でみられた。報酬

outcomeへの反応を除くと、TOP課題の活性は TD learningの活性と類似しており、また、

NAcの活性は時間予測が成功した時の方が失敗した時より強いので、正確な時間予測その

ものは報酬的であると考えている。  



Garrido, M.I. et al. Ventromedial prefrontal cortex drives hippocampal theta oscillations 

induced by mismatch computations. Neuroimage, 120:362-370, 2015. 

 この論文は入力が期待とは異なる場合に発生する新奇性の検出に関わる海馬 Hippと腹

内側前頭前野 vmPFCの関係を脳磁図MEGで検討した。その際、海馬機能とθ波の関係か

ら、新奇性検出機能に関係するのはθ波の帯域に限られるかも調べた。課題は A, B, C, D 

 

  

4つの刺激が 2回提示され、2回目が ABCD

の predictable, ABDCのmismatch, 4刺激

がランダムの unpredictableの条件がある。 

 新奇性検出は海馬脳波の周波数のθ波帯

域に限られていた。刺激 CDの提示期間の分

析結果を上に示す。mismatch条件でθ帯域

の活動がみられたのは海馬Hippと腹内側前

頭前野 vmPFCである。そこで両者の関係が

問題になる。左図の４つのモデルを考え、

Bayesian Model Selection で最もデータに

合うのは vmPFC が Hippに top-down的に

影響をあたえ、θ波の発生と処理に関係する

というモデルだった。 

Hipp 

vmPFC 



Vaidya, A.R. & Fellows, L.K. Ventromedial prefrontal cortex is critical for guiding 

attention to reward-predictive visual features in humans. J. Neurosci., 35:12813- 

12823, 2015. 

 この論文は腹内側前頭前野 vmPFCが報酬を予告する視覚刺激に注意を向けることに重

要な役割を果たしていることを示したヒトの損傷研究。実験は腹内側前頭前野 VMF、背内

側前頭前野 DMF、外側前頭前野 LFを損傷した人と健常者である。課題を下に示す。参加

者は左右いずれかの窓ある中央の色のついた正立、あるいは倒立の T（標的）の向きを報告

する。標的の反対側の色のついた Tは左/右横倒しになっており、妨害刺激。標的、妨害刺

 結果、損傷群は健常よりも成績が悪く、VMF群は反応時間 RTが長かった。図 aは 4つ

の参加者群の正規化された RTである。Switch条件で RTが増加する傾向があり、報酬大

の時にその傾向が明瞭である。しかし、群間でその傾向が異なることが図 bで示されてい

る。縦軸は大小の報酬での Sameと Switch条件の差で、VMF群のみで報酬大で Same- 

Switchの RTの差が減少しており、vmPFCに表題の機能を考えている。 

激の色は橙、桃色で参加

者によって異なる。正反

応には大小の報酬があ

る。その確率は一方の色

が 2:8ならば他方は 8:2

である。そして次の試行

となるが、色の位置が同

じSame条件と逆転する

Switch条件がある。こ

れまでの研究で Switch

条件では反応時間が長

くなることが分ってい

る。 



Lewis-Peacock, J.A. et al. Neural evidence for the flexible control of mental 

representations. Cerb. Cortex, 25:3303-3313, 2015. 

 この実験は Phase1-3まであるが、最初の 2つを簡単に説明する。Phase1の課題はもの

の写真が提示され（target）、遅延後に verbal, semantic, visualなど 6つの probeのどれか 

  

が質問の形で提示され、それに答える。遅

延中にどの側面が問題になるかは分らな

い。fMRI データの decoding の結果が左

図。グラフ上の丸は probe間の有意差のレ

ベル。刺激提示後に decoding の精度が上

がるが、遅延で最も高いのは semantic な

表象で、意味的なコード化を反映。 

 Phase2の課題は下の図。Cue1はその後

に出る probe1 と target の関係を verbal, 

semantic, visualのいずれの面から答える

かを指定。Cue2 は probe2 と target の関

係を答えるためのもの。Cue1, 2が同じ、 

Target    Probe 

 

異なる条件がある。前半の結果が

上で、verbal cue では semantic

も上がっているが、cue に対応し

た表象が decodeされている。下の

図は試行全体で、左が同じ cue、

右が異なる cue の結果。これらの

decoding の結果で表象が柔軟に

変わっていることがわかる。 ○ target, △ cue, □ probe 



Desrocher, T.M. et al. The necessity of rostrolateral prefrontal cortex for higher-level 

sequential behavior. Neuron. 87:1357-1368, 2015. 

 この論文は系列学習に吻外側前頭前皮質 RLPFC が重要なことを fMRIと磁気刺激 TMS 

で示した。課題は下に示す 4試行が単位となっている系列学習。参加者は提示される刺激

の色（C：赤/青）か形（S：円/四角）を答える。4試行の前にいずれを答えるかが指示され

る。CCSS (simple)の系列と SCCS (complex) の系列がある。課題遂行時の脳の活性を fMRI 

 

前背側運動前野 pre-PMdではみられない。 

 上の右図は TMSの実験結果で、4課題のいずれかに TMSが与えられるようになってい 

 

  

で計測した。 

 結果を下の左図に示すが、RLPFCは

Rampの活性を示した。すなわち、4単

位の最初の試行から徐々に活性が高ま

った。次の 4単位では再び低い活性にな

り、徐々に活性が高まる。RLPFCは 4 

試行の単位を一つの

まとまりとして捉え

ており、課題の高次

の枠組みに対応した

活性を示した。この

ような活性パタンは 

た（詳細は本文参照）。左 B（橙色）が RLPFCで最終 4番

目の課題、右 C（水色）は pre-PMdへの刺激で 2番目の課

題の実行中に与えられた。いずれにおいても誤反応が増加

している。RLPFCと pre-PMdでは 4試行のどの試行で

TMSが与えられるかで誤反応の増加が異なっていた。左の

図に示すように、RLPFC（橙色）では最終試行で TMSが

与えられると誤反応が増加した。Pre-PMd（水色）では逆

の減少傾向を示した。これらの結果を uncertainty resolu 

–tionから RLPFCの機能を考察している。 

RLPFC         pre-PMd 

4th tr                2nd tr 



今月の認知神経科学の応用 

 

Allen, A.L. & Strand, N.K. (2015) Trends in Cognit. Sci., 19:549-551. 

 Cognitive enhancementに関する米国の Bioethics Commissionの報告書 Gray matters: 

Topics at the intersection of neuroscience, ethics and society. に関する紹介。 

 

Dajani, D.R. & Uddin, L.Q. (2015) Trends in Neurosci., 38:571-578. 

 認知的な柔軟性を臨床および発達神経科学に関係づけて論じている総説。認知制御（実

行）系との関係が話題になる。 

 

Hashimoto, T. et al. (2015) Neuroimage, 119:146-151. 

 内的な自己統御感 internal locus of control, intLOCと脳の構造を検討した。前部帯状回、

線条体、前部島皮質の灰白質、線条体の白質の容量が intLOC と関係していた。 

 

Harrison, B.J. et al. (2015) Hum. Brain Mapp., 36:3950-3958. 

 Anxiety sensitivity, ASは前部島皮質により仲介されると考えられてきたが、本実験は背

側の前部帯状皮質により仲介されることを明らかにした。 

 

Hipwell, A.E. et al. (2015) J. Neurosci., 36:12725-12732. 

 母親の幼児（4ヶ月齢）の心的状態や意図の推測に関係するmaternal mental state talk

の脳画像研究。Cryに対して右前頭島皮質と視床、扁桃核、海馬、被殻が活性化した。 

 

Hucherson, C.A. et al. (2015) J. Neurosci., 36:12593-12605. 

 モラル判断には情動的、功利的な appraisal が影響し、それぞれ独立に前部帯状回など、

側頭頭頂接合部などが関係し、それらが腹内側前頭前野で統合され、判断となるとした。 

 

Müller-Pinzler, L. et al. (2015) Neuroimage, 119:252-261. 

 他者からの注意や評価の対象になることは当惑 embarrassmentを起こすが、その神経機

構を検討した。他者の存在はmentalizingの領域、失敗は扁桃核など arousal領域を活性。 

 

Gilam, G. et al. (2015) Neuroimage, 119:400-411. 

 不公平な最後通牒ゲーム ultimatum game を受け入れる際の神経機構を fMRI で検討し

た。それには得たゲインの量が関わり、腹内側前頭前野の活動が関係していた。 

 

Chung, D. et al. (2015) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 10:1210-1218. 

 社会的な意思決定の場で、脳波の信号から内的な free-riding/cooperationの意図をdecode



する試みに成功したという報告。 

 

Petersen, N. & Cahill, L. (2015) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 10:1266-1272. 

 情動的な刺激に対する扁桃核の反応は性ホルモンの影響を受ける。避妊用のピルの服用

は有害な刺激に対する両側の扁桃核の活性を低下させた。 

 

Bestelmeyer, P.E.G. et al. (2015) Cereb. Cortex, 25:3953-3961. 

 同じ言語でも地域によりアクセントが異なる。この研究は自他のアクセントに対する脳

の反応を fMRIの adaptationで検討した。扁桃核が自他で異なる adaptationを示した。 

 

Wang, C. et al. (2015) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 10:1195-1201. 

 人種的な in-group biasを independent self-construalsの primingで減少させたが、fMRI

計測では他者の痛みに対する左補足運動野、中部帯状回、島皮質の活性を低下させた。 

 

Dima, D. et al. (2015) Hum. Brain Mapp., 36:4158-4163. 

 背外側前頭前、頭頂、前部帯状皮質によるワーキング・メモリ・ネットワークの可塑性

を、性格特性の神経症傾向 Nは抑制し、誠実性 Cは促進した。 

 

Karlsgodt, K.H. et al. (2015) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 10:1251-1256. 

 健康な若者の脳の白質の微小構造とその後に調査された攻撃性の関係を検討。攻撃的な

行為と上縦束の異方性比の減少に有意な関係がみられ、実行機能の低下が関係していた。 

 

Kogler, L. et al. (2015) Neuroimage, 119:235-251. 

 ストレスには生理的なものと心理社会的なものがある。その脳対応のメタ分析。両者に

共通するのは下前頭回、前部島皮質。諸領域が両ストレスで異なっていた。 

 

Supekar, K. et al. (2015) J. Neurosci., 36:12574-12583. 

 算数に不安を持つ学童に 8週間の 1対 1の cognitive tutoring programを実施したとこ

ろ、算数に対する不安が減少し、それには扁桃核を中心とする情動回路の活動低下が関連。 

 

Hulbert, J.C. & Norman, K.A. (2015) Cereb. Cortex, 25:3994-4008. 

 類似した記憶の想起では競合が起こり、想起されなかった記憶は忘却されやすい。しか

し、想起されなかった記憶の学習で忘却は改善され、それには海馬が関係していた。 

 

Engen, H.G.& Singer, T. (2015) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 10:1291-1301. 

 他者の苦痛に対する反応を同情meditationと Reappraisalで制御する試み。前者は正の



情動を高め、後者は負の情動を低下させた。前者では腹側線条体など報酬系が活性化した。 

 

Fadro, F. et al. (2015) Neuroimage, 120:350-361. 

 イメージ生成による痛核麻痺（亢進も）の脳波研究。痛みの抑制、促進は下前頭回等に

由来するN2波の振幅をそれぞれ増大、減少させ、痛みに対する反応は左島皮質などで。 

 

Simon, E.B. et al. (2015) J. Neurosci., 35:13194-13205. 

 睡眠はく奪は情動の制御に影響を持つ。情動制御が必要な課題で、情動的、中立的な妨

害刺激を提示。中立的な刺激が妨害効果を持ち、前頭葉の機能結合パタンの変化が関係。 

 

Yu, J. et al. (2015) Hum. Brain Mapp., 36:4004-4015. 

 前補足運動野 preSMA への陽極経頭蓋直流刺激 atDCS は、prSMA や腹内側前頭前野

vmPFCの活性を高め、両領域間の機能結合を増すことにより抑制的制御を亢進する。 
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 21.7-38.8週齢の胎児の脳のMRI計測による皮質表面の地図の作成。 
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 早産児の脳の出血性の損傷は、長距離の機能的な脳波活動の相関に広範な影響を与える

が、とくに高振幅のネットワークの活動は脳の発達に重要である。 
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 女性から男性 FtM、男性から女性 MtF へのトランスジェンダーの脳の線維連絡の

tractograpy研究。両者で共通、異なる変化がある。 
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 健常者で顔や風景、図形などの反復提示よる脳の反応の減少 repetition suppression, RS

と自閉症傾向の関係を視覚皮質の fMRI計測で検討。傾向の増大とRS減少が関係していた。 
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 高機能自閉症者は言語に関して個人差があるが、その点を脳の構造面から検討した。言

語の遅延は灰白質の総量の増大、諸領域で相対的な減少、増加がみられた。 
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 著者が何十人かの自閉症の遺伝子変異の研究。専門外なので、紹介できず。 
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 発達性の読字障害 dyslexia の青年の安静時と課題時の脳の機能結合を検討した。いずれ

の時も左の紡錘状回、上、中、下側頭回と下前頭回の結合が減少していた。 
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 生まれつきの視覚障害者と通常視覚の群の安静時、課題実行時の fMRIデータで結合性と

機能の関係を検討した。両群で異なる領域と両群で類似の結果を示す領域があった。 
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 生まれつきの視覚障害者の「視覚」皮質が、言語処理、とくに統語的運動 syntactic move 

-mentに関係することを fMRIで示した。 
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 発達性の吃音者に cue-target 課題を課し、発話の準備とそれが聴覚系に与える影響を検

討した。脳波の負の slow waveが小さく、左前頭、聴覚領域の脳活動も小さく、遅かった。 
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 健常者の失感情症 Alexithymia傾向には認知と情動の側面があり、4つのサブタイプに分

れる。それらと脳の灰白質、白質の関係を検討した。 
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 脳卒中後数週間の運動皮質や Broca 野と他の領域の間の脳波 oscillation のコヒーレンス

が、その後の運動や言語の回復に関係していた。その後のコヒーレンスは回復と関係ない。 
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 強迫性障害における抑制ネットワーク（下前頭回、扁桃核など）の機能結合とその方向

性を検討した。障害を持つ親、その子供、健常者で上記 2領域の結合の方向が違っていた。 
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 24 組の一卵性双生児（成人）で、抑鬱と扁桃核の安静時の機能結合の関係に、遺伝と経

験がどのように関係するかを検討した。両者が関係した。 
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 オレキシンOrexinは視床下部ニューロンに含まれる神経ペプチドで食欲に関係すると考

えられたが、PTSDなど fear memoryにも関係することが分った。その総説。 

 



Wolf, R.C. et al. (2015) Hum. Brain Mapp., 36:4202-4209. 

 精神病質 psychopathy の白質線維を拡散テンソル画像で検討した。右鉤状束（前頭葉と

側頭葉前部を結ぶ）の異方性比が減少しており、それは interpersonal な側面に関係した。 
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 改善した大うつ病 rMDDで精神療法の reappraisalと acceptanceの比較を脳も含めて検

討。負の情動は前者の方がより低下し、それは paracingulateと右BA 8の活性が関係した。 

 


