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Kok, P. et al. Prior expectations induce prestimulus sensory templates. PNAS, 114:10473-

10478, 2017. 

 この論文は聴覚刺激によって grating の傾きが予期されるとき、刺激が提示される前から 

 

 

grating に対応する活性がみられること

をMEGのMVPAの decodingで明らか

にした。課題が上図にある。上図 A で 2

つの grating が提示されるが、grating の

傾きと contrast を比較する課題がある。

期待に関してそれぞれ valid, invalid に

対応。図 B で音の高低で grating の傾き

が 提示確率が異なる。図 C は decoding

の訓練をした localiser 課題である。 

Localiser 課題で訓練された classifier は grating の

傾きを有意に decode できた。それは刺激提示後 120-

160 ms で高い成績を示した。その classifier を本実験

に適用した結果が下図 A で temporal generalization 

matrix である。図で縦軸は localiser 課題の、横軸は

本実験の時間経過で、点線は最初の grating 刺激の提

示の時点である。上段が Valid expectation（傾き課

題）、中段が Invalid expectation（contrast 課題）、下

段がその差（Valid-invarid）である。色が赤方向に向

かうほど適用された classifier が正しく decode して

いることを示す。下段からは、初めの grating 刺激の

提示前にValidで Invalidよりも有意に高い decoding

が得られているのが分かる。すなわち、タイトルにあ

るように、期待で prestimulus sensory template が活

性化されたと考えられる。それは 120-160 ms で訓練

された classifier を本実験に適用した結果（図 B）で

も見られた。 



LaRocque, J.J. et al. Within-category decoding of information in different attentional states in 

short-term memory. Cereb. Cortex, 27:4881-4890, 2017. 

 この論文はワーキング・メモリ WM において、注意を受けた記憶項目 AMI は active な

表象となるが、注意を受けなかった項目は inactive な表象にとどまることをカテゴリ内

（移動するドットの 3 種類の方向）に対する fMRI データへ MVPA (decoding) の適用か

ら明らかにした。最終的な課題は上図 C にあるが、その前に classifier の訓練のために遅

延再認課題を行った。その課題では 8s の遅延を挟んで、3 種類の方向へ移動するドットが

提示される。最初のドットと遅延後のドットの移動方向が同じか判断する。なお、ドット

の色は赤と青の 2 色がある。下図は本実験の手続きで、赤、青 2 刺激 Sample が継時的に

提示される。そのいずれの刺激の方向を Delay 後に判断するかは Cue1 で指定する。指定

された色の刺激 Probe1 が提示され、ドットの運動の方向の同異の判断をする。その後に

Cue2 が提示されるが、色が変わる Cue-switch と変わらない Cue-repeat があり、対応した

色の刺激 Probe2 が提示され、同様のドットの運動方向の判断を行う。 

 

 

 遅延再認課題で訓練した classifier を本実験の fMRI データに適用した結果が下図であ

る。左が Cue-repeat, 右が Cue-switch 条件の結果である。左図で、赤は Cue によって指

定されたドット刺激、青は指定されなかった刺激の decoding の結果である。右図の Cue-

switch 後では青が指定された。注意を受けた刺激の decode の成績がよく、active な表象と

なり、注意を受けなかった刺激は有意な decode ができず、inactive な状態なのが分かる。  



Haar, S. et al. Effector-invariant movement encoding in the human motor system. J. 

Neurosci., 37:9054-9063, 2017. 

 この論文は対側、同側の視覚運動皮質における運動の encoding を fMRI の decoding か

ら明らかにした。運動は右手/左手による下方の出発点から上方の左右 2 点（実際は 4

点）に向かう到達運動である（上図 A）。この場合、座標は Extrinsic と Intrinsic の 2 つが

あり、前者では左右の手は同じ目標へ、後者では異なる目標へ向かうが関節の動きは左右

の手で同じである。まず、左右の手別に運動方向の decoding を行った。そのデータは示 
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さないが、大部分の ROI で有意

な decoding ができた。一方の手

の classifier を他方の手のデー

タに適用する cross-decodingの

結果が上図 B で、座標が関係し

てきた。Vis では Extrinsic、SPL

と運動領野では Intrinsicな座標

で有意な decoding ができた。そ

れは左右半球で類似の結果だっ

た。下図 A は各 ROI の fMRI パ

ターンの類似性を半球、座標別

に示したもので、左右半球は基

本的によく似ている。それゆえ

左右半球は左右の手の運動を同

じように encode している。 



Tompary, A. & Davachi, L. Consolidation promotes the emergence of representational 

overlap in the hippocampus and medial prefrontal cortex. Neuron, 96:228-241, 2017. 

 この論文はここのエピソードが次第に構造化された知識に組み込まれる過程を fMRI で

検討した。海馬 HIPP と内側前頭前野 mPFC における表象の特性、機能結合の変化を調べ

た。課題ではものと風景の対を記銘し、半数の対を直後と 1 週間後に cued-recall させた。 

 

 

ものは trial-unique で

風景は上図 D の 4 種

類である。記銘と想起

の手続きは上図Bにあ

る。Cued-recall の成績

が上図 C にあるが、直

後 Recent の方が 1 週

間後 Remote より成績

がよい。下図は活性パ

タンの類似性の分析法

の説明で、記銘時と想

起時の活性の類似性が

Encoding-retrieval 

similarity, ERS、記銘で

対にされた風景が同じ

も の の 想 起 が

Overlapping, 異なる

のが Non-overlapping 

similarity である。 



 

 

 上図は PFC, HIPP での想起時の類

似性の分析。mPFC では Remote で

overlapping の方が non-overlapping よ

りも類似性が高い。HIPP では場所に

より反応パタンが異なる（詳細は図

を）。Overlapping の方が、より強く固

定されたと思われる。下図Aは右HIPP

において、同じもの（緑）、同じ背景（灰）

の ERS が remote でもの＞背景だが、

背景の ERS は recent よりも低下。下

図 B は想起の類似性（Overlapping-

non-overlapping）と記憶特異的 ERS

（同じもの－同じ背景）の関係を検討

したもので、特定のエピソード情報の

reinstatement が overlapping の方の強

い固定とどう関係するのか検討した。 



前ページ下図 C, D にそれぞれ右 HIPP 前部、後部の結果がある。いずれも Remote で有

意な負の相関がみられた。すなわち、HIPP は特定の記憶の reinstatement と overlap する

記憶の再構造化の両者に関係するが、両者の間に trade-off がある。 

 

 

 
 

 上図 A は安静時の HIPP 前部（水色）と mPFC（黄色）の機能結合を検討する図式であ

る。HIPP, mPFC では記銘後にいろいろな領域との間で機能結合が増える（その図は省略

した）。上図 C は HIPP 前部と mPFC の機能結合の記銘前後の変化（横軸）と HIPP 前部

の想起の類似性（縦軸、Overlapping－non-overlapping）の関係を Recent と Remote で検

討したものである。Remote で両者に正の相関がみられた。すなわち、記銘後に HIPP 前

部と mPFC の機能結合の増加が大きいほど、想起の類似性、すなわち、再構造化が大き

い。 

  



Kim, M.J. et al. Human amygdala tracks a feature-based valence signal embedded within the 

facial expression of surprise. J. Neurosci., 37:9510-9517, 2017. 

 扁桃核は valence、arousal、fear など特定の情動に関係するという説がある。これらは

同時に動くことが多い。この論文は valence と arousal が関係しない驚き surprise の表情

で、扁桃核と valence の関係を検討した。まず、驚きの表情の valence (negative-positive)

を区別する classifier の訓練を行い、75%の正答率だった。その時、顔の口の部分への依存

が大きかったことを上図 A, C が示している。上図の右端の図は、以下に述べる脳画像研究

後に行われた、驚きの表情の arousal の評定結果である。曖昧な刺激で arousal の評定は低

下しているが、negative と positive な表情の間では arousal に差がない。ここに載せていな

いが、valence に関しては、negative, positive に対応する評定が得られている。 

 

 

 

 下図 A は扁桃核で、negative > ambiguous > positive の反応を見せた領域である。その

ような反応は左の扁桃核で顕著である。図 B は左扁桃核での 3 つの valence への反応を示

す。Negative valence への反応が強い。 

 したがって、冒頭の問題に関して、扁桃核は valence に対応して反応したことになる。

また、驚きの表情の valence の区別には口の領域の特徴（上下方向の開き）が利用されて

いることが分かった。 

  



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。以下にその例を上げる。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, 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, 構造的磁気共鳴画像法 sMRI, 安静時機能結合 rsFC, ボクセル単位形態計測 

voxel-based morphometry VBM, voxel based lesion symptom mapping VLSM, 視覚誘発

電位 VEP 

 

 

 



認知機能一般 

Fornaciai, M. et al. (2017) Neuroimage, 157:429-438. 

 凝視点を見ている参加者の上または下の視野に 8-32 のドットを提示し ERP を計測した。

90 ms にドット関連の波がみられ、極性の逆転から V2/V3 にその発生源があると結論。 

 

Byrne, J.E.M. et al. (2017) J. Neurosci., 8895-8900. 

 報酬の影響には日内差があることを、10, 14, 19 時に fMRI 計測をすることで示した。左

被殻の活性は 14 時に比べて、10、19 時で高かったが、これは予測誤差によるものとした。 

 

Liu, J. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:5250-5259. 

 片頭痛患者にプラセボを投与し、その効果と脳の構造的な結合の関係を検討した。海馬や

MFG の結合の特性がプラセボ効果に関連しており、事前の予測が可能である。 

 

Aberg, K.C. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:4946-4959. 

 右半球と創造性の関係を検討した。右半球のもつ remote な事象の連合処理とそれを支え

る DA 機能の半球差が、右半球と創造性との関係を支えているという説を支持した。 

 

Boot, N. et al. (2017) Neuropsychol., 104:8-17. 

 創造性の発揮には divergent thinking と convergent thinking の両者が必要。convergent 

thinking と比較すると、divergent thinking ではΔband activity の減少がみられた。 

 

 

訓練と自己統制 

Ros, T. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:4911-4922. 

 脳波のα帯域の振動を neurofeedback で低下させると、LRTC の変動の規則性を示す

Hurst exponent が増大した。それは PTSD の患者に適用され、hyperarousal を改善させた。 

 

Yamashita, A. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:4960-4970. 

 Connectivity neurofeedback で左 M1 と左 lPCx の間の機能結合を増加あるいは減少させ

ることができ、それに対応して vigilance, flanker, Stroop 課題も変化させることができた。 

 

Wang, C. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:5234-5249. 

 小学校入学時から算盤の訓練を長期間続け、4，6 学年で実行機能のテストを行った。統

制群より実行機能の成績がよく、fMRI による計測では FPC の活性が低かった。 

 

Orlandi, A. et al. (2017) Neuropsychol., 104:168-181. 



 ダンスの専門家に継時的に二つの全身運動をみせ、脳波を記録した。二つ目の運動は前と

同じか微妙に異なる deviant。Deviant で N400 の振幅の増大、LPP の減少がみられた。 

 

Wang, C.-H. et al. (2017) Neuroimage, 158:260-270. 

 バトミントン選手と陸上等の運動選手の比較を flanker task の成績と脳波で検討。バトミ

ントン選手は RT が早く安定、脳波では incongruent 条件でθ波の phase coherence が大。 

 

Zamorano, A.M. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:4834-4849. 

 クラシック音楽の音楽家の fMRI の rsFC を非音楽家と比較。Ins と以下の ACC など

salience 関係、OFC など情動関係、dlPFC など高次認知関係との結合が増加していた。 

 

Wu, C.C. et al. (2017) Neuropsychol., 104:223-233. 

 素人にピアノの訓練を行い、脳波を記録した。機能結合を反映する課題関連の coherence

は増加したが、ミラー・ニューロン的な mu suppression は変化なかった。熟達者と異なる。 

 

van Rutterveld, R. et al. (2017) Neuroimage, 158:18-25. 

 Mindfulness meditation の脳の network の integration の違いを初心者と熟達者の脳波で

検討。最大 betweenness centrality などの指標は熟達者で integration が進んでいることを。 

 

 

社会認知神経科学 

Farah, M.J. (2017) Neuron, 96:56-71. 

 社会経済的状態と脳の関係についての総説。 

 

Hirsch, J. et al. (2017) Neuroimage, 157:314-330. 

 NIRS で 2 名の参加者の脳活性を同時に記録することにより、live の eye-to-eye contact

の影響を検討。特有な活性と参加者間の活性の同期が言語関連領野などで見られた。 

 

Tsuji, Y. & Shimada, S. (2017) Brain & Cognit., 118:63-70. 

 他者の gaze と社会的な不安傾向の関係を ERP で検討。N170 と P2 が記録されたが、P2

が社会的な不安と関係。不安が高いと direct gaze で averted gaze より P2 の潜時が早い。 

 

Hu, J. et al. (2017) Neuroimage, 157:598-611. 

 利他行動は自己の利益、他者の要求が関係。前者は mPFC, 右 dlPFC と正の相関, 後者は

右 IPL, 右 dlPFC と負の相関。右 dlPFC が mPFC と右 IPL の情報を統合、利他行動へ。 

 



Hackel, L.M. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:1219-1228. 

 自他のグループの成員への報酬や向社会的行動を観察した時の vSTR の反応を fMRI で

計測。グループへの意識が強い人は自分のグループ、弱いと他のグループへの報酬で反応大。 

 

Firat, R.B. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:1314-1324. 

 人種への反応に対する社会的階級の影響が vmPFC と扁桃核で異なることを脳損傷と

fMRI で示した。vmPFC は中流階級に関係し、扁桃核は threat をはらむ、上、下流に関係。 

 

Golland, Y. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:1249-1260. 

 同じ経験をしている他者からの情動的な反応が情動系に与える影響を fMRI で検討。中核

的な情動領域と mPFC が自他で類似し似た反応を。また、反応の時系列も一致の傾向。 

 

Jahng, J. et al. (2017) Neuroimage, 157:263-274. 

 囚人のジレンマゲームで face-to-faceとそうでない条件で、対戦する両者から脳波を記録。

各ラウンドの結果直後の右側頭頭頂皮質のα帯域活動が両条件で異なり戦略を反映、など。 

 

Pegors, T.K. et al. (2017) Neuroimage, 157:118-128. 

 喫煙者に非喫煙の message（健康、社会、リスク）を提示し fMRI で mPFC の表象とその

後の喫煙を検討。リスクの表象は禁煙へ、健康、社会の表象は喫煙者の仲間の過多で異なる。 

 

 

発達・加齢 

Sripada, K. (2017) Neuron, 95:1242-1245. 

 子供の脳の発達と公害の問題。 

 

Farajdokht, F. et al. (2017) Brain Cognit., 118:80-89. 

 低体重出産児の脳構造の異常と認知機能障がいの総説。 

 

Pecheva, D. et al. (2017) Neuroimage, 157:675-694. 

 拡散強調画像による白質の分析に tract-specific analysis, TSA 法の有効性を早産児で検証

した。 

 

Lenfeldt, N. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:5051-5068. 

 極度の早産だった 8 歳児は pick-and-thread 行動で身体各所の運動単位が prefer 側で多

く、DTI では非 prefer 側の大脳脚、脳梁膨大部の FA の減少、prefer 側の内包の FA 増加。 

 



Clark, C.A.C. et al. (2017) Brain Cognit., 118:90-99. 

 早産で生まれた人は数処理に問題があることが多いが、この点を検討。早産だった成人は

non-symbolic な大きさの処理に前頭頭頂ネットワークをより多く活性化させた。 

 

Fan, J. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:5217-5233. 

 胎児期にアルコールに曝された 11 歳の児童の rsFC の低下を検討。前部 DMN、salience, 

腹側および背側注意、右実行制御ネットワークで低下がみられた。 

 

Wild, C.J. et al. (2017) Neuroimage, 157:623-634. 

 3-9 mo の乳幼児に子守唄を聞かせ、fMRI で脳活性を計測し、成人の活性と比較。乳児と

成人の活性の比較では、周波数など単純な、さらに複雑な特徴に対しても成人と類似の反応。 

 

Wendelken, C. et al. (2017) J. Neurosci., 37:8549-8558. 

 6-22 歳の推論能力と FPC、rlPFC-IPL の構造的、機能的結合の関係を検討。子供は FPC

の構造的結合、若者は rlPFC-IPL の機能結合が関係。rlPFC-IPL の構造結合は将来を予測。 

 

Buzzell, G.A. et al. (2017) Neuroimage, 157:13-26. 

 9-35 歳の参加者で flanker task での ERN の電源推定から、エラー対応の発達的変化を検

討。PCC, dACC などコアの領域は年齢に無関係、Ins, OFC, IFG が年齢により加わる。 

 

Gohil, K. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:4933-4945. 

 平均約 12 歳と 25 歳の参加者で、反応選択の事態では複数のモダリティの情報を統合す

る必要がある場合に年齢差が出やすいが、それは実行機能でなく感覚処理の年齢差による。 

 

Chung, Y.S. et al. (2017) Neuroimage, 158:319-331. 

 12-25 歳の参加者で、皮質の gyrification と認知機能の関係を検討した。年齢によって FPC

の gyrification は減少、FPC などでは年齢ｘ認知能力の交互作用が有意等の結果をえた。 

 

Mary, A. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:4923-4932. 

 平均 24 歳と 69 歳の参加者で、MEG による rsFC と運動学習能力の関係を検討。老若で

学習能力に関係するネットワークが異なり、dlPFC の関与も異なっていた。 

 

Wijeakumar, S. et al. (2017) Neuroimage, 157:464-475. 

 平均 25 歳、71 歳の参加者で視覚 WM の load や複雑さを変化させその効果を NIRS で検

討。加齢で後部と前部皮質の活性がそれぞれ低下、上昇するが、困難な課題では前部も低下。 

 



Kober, S.E. & Wood, G. (2017) Neuroimage, 157:196-208. 

 平均 28、52、69 歳の群で数の Stroop task を行わせ、その反復抑制 repetition suppression, 

RS を NIRS で検討。FPC で RS がみられ、中央、右 PCx で年齢に従い RS が減少、消失。 

 

Hakun, J.G. & Johnson, N.F. (2017) Brain Cognit., 118:128-136. 

 67歳で難しさの異なるN-back課題中に fMRIを計測、FPCの脳活性の機能的modulation

と WM の関係を検討。Modulation が少ないと WM の能力は低く、FPC は高い活性。 

 

Perry, A. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:5094-5114. 

 健常な 70-90 歳の参加者で加齢、教育経験による認知と脳機能結合（fMRI）の関係を検

討。加齢は注意関連の感覚領野の結合に影響を持ち、教育経験はそれとは別の結合に影響。 

 

 

情動、不安、性格、個人差 

Kirby, L.A. & Robinson, J.L. (2017) Brain Cognit., 118:137-148. 

 怒り、不安、嫌悪、恐れ、幸せ、ユーモア、悲しみの mapping に関する activation likelihood 

estimation (ALE) meta-analysis. 

 

Wang, S. et al. (2017) Neuroimage, 157:439-447. 

 Hope は不安から保護する役割があるが、安静時 fMRI での低周波変動の fractional 

amplitude, fALFF でその脳内機構を検討。高い hope は mOFC の低い fALFF と関係。 

 

Karim, H.T. & Perlman, S.B. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:5307-5321. 

 子供向けの情動的な video clip をみせて fMRI で脳活性を計測し、irritability との関係を

検討。Irritable な子供は年齢に従って前頭皮質、尾状核の活性が増加、そうでない子は減少。 

 

Hou, X. et al. (2017) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 17:1018-1027. 

 性格特性の Agreeableness には Compassion と Politeness の要素があるが、前者のみが

ACC, aIns の灰白質の容量と相関したので、両者は少なくとも部分的に神経的には独立。 

 

Vanderwal, T. et al. (2017) Neuroimage, 157:521-530. 

 fMRI の機能結合 FC の個人差を naturalistic viewing 条件（映画鑑賞）と安静時で比較。

映画の方がFCの個体性を見出しやすかった。特に、社会的、faster-pacedの映画では 100%。 

 

Wang, Y. et al. (2017) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 17:932-938. 

 怒りはいろいろな理由で起こるが、trait anger と関係したのは個人間の rejection 等



unsatisfied relatedness だった。VBM では右扁桃核の灰白質の容量が trait anger と関係。 

 

Balderston, N.L. et al. (2017) J. Neurosci., 37:9160-9171. 

 不安障害では恐怖刺激の過剰般化があるが、その実験的検討を pattern separation と fMRI

計測で。恐怖下の altered 刺激の想起で dlPFC の活性が増大し、それは成績と正の相関。 

 

Cui, Q. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:1284-1295. 

 社会不安障害 SAD で自己関連領域 rACC と他者（ToM）領域 STG の機能結合を検討。

両領域で機能結合は減少しており、それは SAD の診断に関係していた。 

 

Tsai, Y.-C. et al. (2017) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 17:973-983. 

 不安傾向と contingent attentional capture の関係を RSVP と脳波記録で検討。不安傾向

の高い者は妨害刺激に対し N2pc 成分が大きく、それが左視野に提示されると RT が遅い。 

 

Pizzie, R.G. & Kraemer, D.J.M. (2017) Brain Cognit., 118:100-107. 

 数学嫌い math anxiety の大学生が数学の問題をみたときの反応を fMRI で記録。問題に

対して attentional avoidance を示し、扁桃核の活性の増加がみられた。 

 

Korponay, C. et al. (2017) Neuroimage, 157:288-296. 

 衝動性と脳の構造、rsFCの関係を検討した。衝動性の高い者はmOFC, paracingulate gyrus

の灰白質や自発的な eye-blink の減少、基底核－視床－皮質の rsFC の増加がみられた。 

 

Ravellino, D. et ak. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:4898-4907. 

 PTSD では高頻度心拍変動性 HF-HRV の減少がみられる。閾下、閾上の PTSD 関連語を

提示し、HF-HRV と脳活性を fMRI で計測。閾下では左 daIns、閾上では pIns 活性の減少。 

 

Zuj, D.V. et al. (2017) Brain Cognit., 118:19-26. 

 戦争体験による PTSD と mild traumatic 脳損傷 mTBI の区別を情動表情への ERP で検

討。PTSD は恐怖顔に P1, P2 振幅増大、mTBI は情動顔への N170 の振幅が減少。 

 

 

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 

Pavan, A. et al. (2017) Neuroimage, 157:555-560. 

 形－動きの interaction を Glass pattern, GP と反復 TMS で検討。GP には静的、動的が

あり、TMS は V1/V2, V5/MT に。V1/V2 では両 GP に、V5/MT では動的 GP に影響。 

 



Rastogi, A. et al. (2017) Neuroimage, 158:48-57. 

 外測小脳に連続的θバースト TMS を与えて、認知関連の小脳－皮質回路の rsFC への影

響を検討した。小脳と FPC の結合は減少したが、運動領野との結合は変わらなかった。 

 

Hamel, R. et al. (2017) J. Neurosci., 37:9197-9206. 

 Ramp-and-hold visuomotor adaptation の plateau 期に TMS を M1 に与えた。Hold phase

後に TMS を与えると運動記憶の固定が障害された。 

 

Koivisto, M. et al. (2017) Neuroimage, 158:308-318. 

 初期の視覚皮質への TMS は表象の精度 precision を段階的に減少させるのか、それとも

all-or-none 的に抑制するのかを検討し、後者であることを明らかにした。 

 

Westwood, S.J. & Romani, C. (2017) Neuropsychol., 104:234-249. 

 絵の命名と語の読みへの tDCS の効果のメタ分析。 

 

Fischer, D.B. et al. (2017) Neuroimage, 157:34-44. 

 従来の左 M1 に anode tDCS を与える方法と両側の network（5 か所）に tDCS を与える

方法を TMS への MEP で比較した。Network tDCS の方が左 M1 の興奮性を高めた。 

 

Sagliano, L. et al. (2017) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 17:1048-1057. 

 Posner課題で cueに恐怖/非恐怖の写真を使い、右 dlPFCに anode, 左に cathodeの tDCS

を与えると、不安の低い人では恐怖刺激に注意が、高い人では恐怖刺激に素早い注意が。 

 

Martin, A.K. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:1209-1218. 

 dmPFC への tDCS は anode の場合は、いろいろな認知領域で、他者や外部由来の高次の

情報と自己のそれを統合するのを促進し、cathode の場合はその逆の結果になった。 

 

Yin, Y. et al. (2017) Europ. J. Neurosci., 46:2088-2095. 

 右 lPFC/OFC への cathode tDCS を dictator game 時に与え、法令順守への影響を gain 

/loss の条件で検討。tDCS は gain 条件で順守増加、sanction threat 下では順守に影響なし。 

 

Russo, R. et al. (2017) Neuropsychol., 104:133-143. 

 両側、単側の dlPFC に tDCS を与え（極性は制御）、曖昧な risk-taking 課題（Balloon 

Analogue Risk Task）への影響を多数の参加者で検討。いずれの条件も sham 条件と差なし。 

 

Yang, L.-Z. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:1296-1302. 



 左右の dlPFC にそれぞれ anode, cathode の tDCS の喫煙欲求への影響を検討。tDCS は

欲求を減少させたが、fMRI は左 dlPFC と海馬傍回との機能結合の変化が関係することを。 

 

Semenza, C. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:4806-4814. 

 手術時の患者の左右の PCx を電気刺激し、足し算と掛け算への影響をみた。掛け算のエ

ラーで左右差が出た。左半球の抑制は approximation のエラー、右の抑制は想起の亢進。 

 

 

自閉症スぺクトラム障がい ASD 

Ross, L.A. et al. (2017) Brain Lang., 174:50-60. 

 ASD risk gene である CNTNAP2 の変異が speech-language の発達、それに関連する白質

線維の integrity の変動に関係していた。 

 

 

言語、読字、その障がい（失語 aphasia, 読字障がい dyslexia） 

Vandermosten, M. et al. (2017) Brain Lang., 173:10-19. 

 読みを行う前の児童の白質線維に対する両親の読みのスキルの影響を拡散 MRI で検討し

た。父親の読みのスキルが子供の左腹側白質線維と関係していた。Dyslexia の問題へ。 

 

Younger, J.W. et al. (2017) Neuroimage, 158:90-98. 

 8-14 歳の子供の読みの発達と読みの脳内回路の機能結合の関係を検討。読みのスキルが

発達するにつれ、音韻にかかわる背側系の結合が減少、つづりの認知関連の腹側系が増加。 

 

Alcauter, S. et al. (2017) Brain Lang., 174:94-102. 

 スペイン語話者の6-9歳の学童で fMRIの rsFCと読字の関係を検討した。従来の左前頭、

側頭皮質に加えて、左尾状核、被殻、視床の機能結合が読字能力と関係していた。 

 

Arrington, N. et al. (2017) Brain Lang., 174:103-111. 

 学童の読字の諸側面と白質線維の微細構造の integrity の関係を DTI, FA で検討。理解は

右鉤状束の integrityに関係、読字の成績が悪い学童では左下縦束も理解に関係などの結果。 

 

Gabay, Y. et al. (2017) Brain Lang., 173:41-51. 

 発達性の読字障がい DD で顔、語彙、自動車の弁別と再認を検討した。DD は語彙だけで

なく顔でも、その再認や弁別が難しい時に、障がいがみられた。半球側性化も低下していた。 

 

Waldie, K.E. et al. (2017) Brain Lang., 174:29-41. 



 Dyslexics と TD の word-rhyming 課題中に fMRI 計測を行い読みの network の同異を検

討。Network は類似したが、前者は右 STG, 両 Ins の活性は成績と正の、TD は負の相関。 

 

Lee, J.C. (2017) Brain Lang., 174:112-118. 

 17 歳の発達性言語障害 DLD に balloon analogue risk task, BART と BIS/BAS scale を実

施。DLD では feedback への反応が弱く、BART の成績が悪い。DLD と DA の関係を考察。 

 

Ranasinghe, K.G. et al. (2017) Brain, 140:2737-2751. 

 原発性進行性失語には３つのタイプ（logopenic, non-fluent/agrammatic, semantic）があ

るが、安静時の MEG 記録により、それぞれに特徴的な機能結合の空間的時間的パタンが。 

 

Bones, O. & Wong, P.C.M. (2017) Neuropsychol., 104:48-53. 

 先天的な失音楽者の tone language の知覚を検討。Pitch cue が時間的な fine structure と

envelopeで矛盾するキメラ刺激を聴取。失音楽者は時間的な envelope cueに依存していた。 

 

 

感覚運動障がい、その他 

Twomey, T. et al. (2017) J. Neurosci., 37:9564-9573. 

 手話を行う聴覚障がい者に 2 つのものの絵をみせ、その手話の構造が重なるか等を判断。

fMRI 計測では、右 STC は多くの視覚課題で、左 STC は手話の課題のみで活性化。 

 

Anderson, C.A. et al. (2017) PNAS, 114:10256-10261. 

 蝸牛インプラント CI では視覚言語刺激を与えることに否定的だったが、lip-reading の

NIRS 計測では、聴覚領野の反応は増大し、聴覚言語の理解も促進した。 

 

Shore, D.M. et al. (2017) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 17:1002-1017. 

 Williams syndrome, WS の信頼顔の評価を脳波で検討し、TD 成人と比較。TD では P1 の

要素が関係、WS では信頼顔で N170 振幅増加、N170 の信頼性低－高は WS では接近増加。 

 

Fairhall, S.L. et al. (2017) Neuroimage, 158:126-135. 

 健常者の顔知覚の中心的領域が、生得的な視覚障害者では、声による他者の情動の認知に

関係しており、また、言語刺激に強い反応を示した。 

 

Fiset, D. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:1334-1341. 

 脳損傷による相貌失認の一例報告。患者は静的な情動的表情の認知に一般に利用される

眼ではなく、口を利用していた。眼を利用させても成績は上がらなかった。 



 

Doornweerd, S. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:5069-5081. 

 双生児で肥満に関係する fMRI の rsFC と摂食量の関係を検討した。肥満の co-twin では

両側の被殻の結合の低下がみられ、左被殻の結合低下は脂肪の摂取の増加と関連した。 

 


