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Dentico, D. et al. Reversal of cortical information flow during visual imagery as
compared to visual perception. Neuroimage, 100:237-243, 2014.
この論文は知覚と視覚イメージ生成における皮質の情報の流れの方向を検討したもの。
二種類の paradigm があり、以下の順序で実験が行われた。Sims3 paradigm の知覚条件で
はコンピュータゲーム Sims3 より選択された約 1 分の movie clip を 6 本提示した。イメー
ジ生成条件では見せられた clip をイメージ生成することが求められた。閉眼と開眼の条件
がある。Daydreaming paradigm のイメージ生成条件では魔法のバイクに乗って、海の中
や空を飛ぶことをイメージすることが求められた。時間は 5，6 分である。知覚条件では 5
min 23 s の naturalistic scene の silent movie を提示した（上図右に方法が）
。
脳波を記録し、脳内の情報の流れに関しては Granger Causality (GC)と dynamic causal
modeling (DCM)の二つの方法で検討した。問題とした領域は下後頭回（IOG、上図左の橙
色）
、上頭頂小葉（SPL、赤）
、背外側前頭前野（PFC、青）である。
その結果、図に示すように、知覚と比べてイメージ生成では上頭頂小葉から下後頭回へ
の情報の流れがみられた（下図）
。これは GC の結果だが、DCM でも類似の結果となった。
イメージ生成における top-down の影響を捉えたことになる（このホームページの『脳と
心：認知神経科学入門』第 2 章、6 章を参照ください）
。
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GC の結果
イメージ生成条件で
は、知覚条件との比較
で、SPL から IOG に向
かう情報の流れがみら
れた

Tang, H. et al. Spatiotemporal dynamics underlying object completion in human ventral
visual cortex. Neuron, 83:736-748, 2014.
この論文は対象の一部を提示し、対象のカテゴリを答えさせた pattern completion 時の
腹側視覚皮質の脳内誘発脳波をテンカン患者で記録したもの。カテゴリは 5 つで、下図は
顔カテゴリの例。A は全体提示 Whole が左端、右 5 つが部分 Partial 提示とその時の誘発
脳波が示されている。B は誘発脳波を振幅で色分けしたラスター表示。右の部分刺激では変
動が大きい。C は反応の選択性を示したもので、全体、部分ともに顔に応答している。選択
性の強度を ANOVA（図 D）と decoding (E)で検討し、その潜時を矢印で示してある。いず
れも部分の方が遅い。誘発脳波の振幅自体は全体と部分で差はないが（C の結果は部分での
変動性が大きいことによる）、baseline より 3 SD を閾値とした潜時は、図 F に示すように、
部分条件の方が 100 ms 弱遅い。潜時の差は前方の側頭葉で顕著である（最下図 A, B）
。

これらの結果は bottom-up
では説明できず、top-down
や lateral 結合などからの
recurrent な処理の関与が
考えられる。

Duncan, K. et al. Associative encoding and retrieval are predicted by functional
connectivity in distinct hippocampal area CA1 pathways. J. Neurosci., 34:11188-11198,
2014.
エピソード記憶の記銘と想起における CA1 の役割を他の領域との機能結合から検討した
実験。課題はものとものの対連合学習。下の上図に手続きがある。Baseline は計算で答え
は 1-4 のどれか。記銘では左右 2 つのものがでてくるが、右側のものは哺乳瓶（B）、クロ
ーバー（C）、ロブスター（L）
、はさみ（S）の中から選ばれる。想起では左のものが提示
され（図のノートブックは単なる placeholder）
、B, C, L, S の中から選択する。以上が 1 日
目だが、2 日目には item memory, associative memory などの想起テストがある。高解像度
の fMRI で海馬の下位領域（DG/CA3, CA1, 海馬台）や中脳の腹側被蓋野（VTA）の記銘、
想起時の活性を検討した。
その結果、上記の海馬下位領域では記銘時の活性に事後記憶効果はみられず、想起では
正解とそれ以外では上記下位領域に差がみられた（下の下図）。興味深いことに、記銘時の
CA1-VTA の機能結合、想起時の CA1-DG/CA3 の機能結合は 2 日目の想起の成績と相関し
ていた。

上図：実験手続き
下図：想起における成績と脳の活性。
記銘では事後記憶効果はみられない
右図：CA1-DG/CA3 と CA1-VTA の結
合性と記銘（上）
、想起（下）の関係

van Kesteren, M.T.R. et al. Building on prior knowledge: Schema dependent encoding
processes relate to academic performance. J. Cognit. Neurosci., 26:2250-2261, 2014.
この論文は、すでに持っている知識（pre-existing schema）に関連した事柄とそうでな
い事柄の記銘を、大学のカリキュラムに関連付けて研究したもの。実験参加者は一年次に
生物学 biology と学校教育 education（与えられた刺激文をみると、[教育]心理学とした方
が適切なようだった。オランダと日本の違い？）を学んだ学生。biology を学んだ学生にと
って、education に関連する事柄は schema がない知識で、その逆も真である（下に実験の
流れの図がある）
。Pre-existing schema の有無と知識の獲得の関係を内側側頭葉（MTL）
と内側前頭前野（mPFC）の活性に絡めて検討した。
その結果、schema のある知識では mPFC の活性が強く、ない知識では MTL の活性が強
かった（下の図）
。下右図に mPFC（赤）と MTL（青）を結ぶ両方向の矢印が機能結合を
表しているが、schema のある知識の記
銘では結合が弱まり、ない知識の記銘
では結合が強まった。さらに、schema
関連の知識の記銘時の mPFC の活性は
二年次の成績と相関していた。
左図：実験手続き
下図：実験結果
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Cockburn, J. et al. A reinforcement learning mechanism responsible for the valuation of
free choice. Neuron, 83:551-557, 2014.
この論文は自由選択が好まれることを大脳基底核の強化学習の理論に改良を加え説明し
たもの。下の図左 A が理論の概要。右 A-C が手続きで、A は刺激で、自由選択と強制選択
があり、強化確率が異なる。B は訓練、C はフィードバックなしのテスト。すべての対でテ
ストするので、
同じ強化確率の自由、
強制選択の差 choice bias を測定できる。
また、Go/NoGo
学習の非対称性に関連して、
ドーパミン関連の遺伝子 DARPP-32 の多形を問題にしている。

下の図左に示すように、自由選択が強制選択よりも好まれた。その bias はテストでの
あらゆる対において一定
だった。右図で bias bA
は bA=fc80%-nc80%. Afc, Anc
と他の刺激との対で赤丸
(Anc)と x (Afc-bA)のデータ
がほぼ重なっている。fc:
自由選択、nc:強制選択。

また、Go と NoGo の学習の非対称性で、自由選択が好まれる強化確率が異なる。Go が
主になると（下図の青）強化確率が高いほど自由選択が好まれ、NoGo が主になると（図赤）
60%の強化確率で
自由選択が好まれ
る。左図が理論値、
右図が DARPP-32
の多形の結果。TT
が Go、C が NoGo
中心の傾向を示す
が、理論と一致し
た。

Shenhav, A. et al. Anterior cingulate engagement in a foraging context reflects choice
difficulty, not foraging value. Nature Neurosci., 17:1249-1254, 2014.
この論文は、foraging 事態における背側前部帯状回 dACC の活性は、foraging value で
はなく、選択の困難さ choice difficulty によることを明らかにした。foraging の事態では、
現在の食物 patch に留まるか（engage, default action）か、その patch を離れて別の patch
に移動する（forage, non-default action）かが問題になる。その場合、patch での摂取率の
減少と foraging value の増大が問題になり、両者が一致する時に patch を去り forage する
ことが最適となる。しかし、この一致する時は選択が最も難しい時でもあり、foraging value
と choice difficulty は分離されていない。この論文は、dACC は foraging value に関係して
活性化するとした Kolling et al. Science, 336:95-98, 2012 の論文の批判し、
choice difficulty
に関係するとした。実験 1，2 の手続きは foraging value の range が異なるだけで同じ。
左図の上が stage1 で、patch に留まるか去るかの判断をする。
留まれば下の stage2 になり、5-8 の選択をする。紫色のバーが
outcome の確率。patch を去る場合は、上の赤い四角の中の数
字がランダムに組み合わされ、engage, forage の判断が求めら
れる。結果が下の図にあるが、右の反応時間のデータから分る
ように、最も困難
な foraging value
は 0 点（黒の点線）
でなく、右にずれ
ていた（赤の点
線）。これに基づき
foraging value と
difficulty を分離。
実験 1 では下右図の濃い黄色。実験 2 には range を広く取り、
薄い黄色に拡張。Kolling らの考えでは、dACC の活性は緑線
のように単調増加、この論文の著者らは赤線のように頂点を持
つ曲線を予測。結果は、下図左にあるように、著者らの予測を
支 持 し た 。 dACC は
choice difficulty に関係
する。著者らの ACC の
理 論 は 、 Neuron, 79:
217-240, 2013 を参照
のこと。

Liljeholm, M. et al. Anterior insula activity reflects the effects of intentionality on the
anticipations of aversive stimulation. J. Neurosci., 34:11339-11348.
この論文は有害刺激を受ける被害者が加害者の意図性の有無で、どのような受け止め方
をするのか、また、その脳内過程はいかなるものかを検討した。有害刺激は塩分の濃い茶
salty tea で、中性の水も outcome として提示される。加害者の意図性は被害者に有害な刺
激が与えられることを知っている、知らない群を設けて操作した。下は意図性ありの群の
例で、選択肢の上下に金額と被害者に与えられる液体が書かれている。意図性なしの群で
は選択肢には A, B というラベルのみである。被害者は下の図の画面をみる。

その結果、被害者行った angry, immoral, intentional といった評定項目は、当然意図あ
り群に対して高い得点を示した。脳に関しては、意図性に関しては所謂心の理論の領域で
差がみられた。上の図の late anticipation の時期 lap には側頭頭頂接合部、側頭極、前頭
弁蓋部、liquid delivery の時期 ld には内側前頭前野、後部帯状回で、意図あり＞意図なし
だった。液体提示の outcome に関しては、lap で腹側線条体、ld では前部島皮質で塩茶＞
水だった。意図性と outcome valence の期待との交互作用については、lap で左前部島皮質
の背側部で有意な結果が得られた（下の図）
。すなわち、有害な outcome をもたらす場合、
水に比べて、意図性があ
る条件で活性が強い。

今月の認知神経科学の応用
Kirk, U. et al. (2014) Neuroimage, 100:254-262.
マインドフルネス訓練はトップ・ダウン制御に影響を与え、腹内側前頭前野の value
signal を調整するが、後部島皮質がそれに関与することを fMRI で示した。
Marshall, A.J. et al. (2014) J. Neurosci., 34:11754-11760.
この論文は、心的外傷後ストレス障害（PTSD）のモデルと考えられている、動物の恐怖
条件づけをヒトに「翻訳」し、睡眠（特にレム睡眠）との関係を検討したもの。
Robertson, C.E. et al. (2014) Brain, 137:2588-2599.
自閉症の若者は global motion perception に障害を示し、それは一次視覚野など初期の視
覚処理の問題か、頭頂間溝の意思決定の問題かを fMRI 検討し、前者であると結論した。
Kröger, A. et al. (2014) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 9:1214-1222.
ASD では biological motion の視覚処理に問題があるが、視覚系のどの段階に問題がある
かを脳波（ERP）で検討し、初期の過程にすでに問題があることを見出した。
Fan, Y.-T. et al. (2014) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 9:1203-1213.
ASD でみられる empathy の欠如は社会的な障害の特徴である。この研究は fMRI と
pressure pain 閾値、加えて ERP と empathy-eliciting 刺激で ASD の特徴を検討した。
Schulte-Rüther, M. et al. (2014) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 9:1118-1126.
ASD の empathy の障害は年齢による変化がある。この研究では情動顔を提示し、その内
面を推測、自分の情動反応を判断させた。後者で右前頭葉などで年齢による変化があった。
Radell, M.L. & Mercado, III, E. (2014) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 14:1142-1164.
ASD では eyeblink 条件づけは定型発達よりも早く成立するが、条件反応の timing は
atypical である。これを小脳の機能のコンピュータ・シミュレーションで検討した。
Wang, S.S.-H. et al. (2014) Neuron, 83:518-532.
小脳は運動との関連で論じられるが、非運動系とも連絡し認知機能を支えている。この
総説は ASD を小脳と社会交渉の領域との関係、その発達から捉えるもの。
Daly, E. et al. (2014) Brain, 137:2600-2610.
自閉症者が示す限定された、ステレオタイプで、反復的な行動の背後には抑制機能の障

害がある。それには健常者とは異なる抑制系への serotonin の関与があった。
Wan, C.Y. et al. (2014) Brain Lang., 136:1-7.
非流暢性の失語患者に 15 週の intensive intonation-based speech therapy を行ない、右
の下前頭回、上側頭回の白質の fractional anisotropy の低下、症状の改善をみた。
Avanzino, L. et al. (2014) Europ. J. Neurosci., 40:2581-2588.
脳卒中患者の運動障害には異常な半球間の抑制が関係するが、この研究は健常者に
mirror visual feedback 療法を実施し、半球間の interaction に影響を与えることをみた。

