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Odobaka, S. et al. Interplay between conceptual expectations and movement predictions 

underlies action understanding. Cereb. Cortex, 25:2566-2573, 2015. 

 行為の理解に概念的な期待と運動の予測がどう関連するかを検討した実験。課題を下に

示すが、画面上部に cue (To smell?) が提示され、概念課題では概念目標が cueに合ってい

るか、運動課題では運動目標が cueに合っているかを答える。4通りの一致、不一致がある。 

 fMRIの結果を下に示す。結果の図 (a) は後部帯状皮質 PCCの結果で、両課題で cueが 

 

 

 

概念に一致している条

件で活性が強い。図(b) 

は下前頭回 IFG（下頭

頂皮質 IPL の結果は省

略）の結果。運動課題

のみで運動が不一致の

時に活性が強い。さら

に検討すると、概念が

一致した時に不一致＞

一致の結果だった。 

 PCCはmentalizeの

領域で目標の概念処理

に関係し、IFG, IPLは

行為観察の領域で、概

念が期待される時にの

み運動の不一致が予測

誤差を発生させた。

Predictive coding説か

らの考察。 

 

 



Spielberg, J.M. et al. Flexible brain network reconfiguration supporting inhibitory 

control. PNAS, 112:10020-10025, 2015. 

この論文は graph theoryを利用して、Stroop taskの不一致条件で発揮される抑制過程

を、fMRIで記録された抑制関連のネットワークの構造変化として捉えようとする。ネット

ワーク全体の特性に assortativity, global efficiency, transitivityが関係する。個々の node

に関しては local efficiency, node strength, local assortativity, participation coefficient, 

within-module degree Z-scoreが関係する。下の図はネットワークと nodeを示す。ここで、 

assortativity：結合性の高い nodeが同じく結合性の高い nodeと結合する程度 

global efficiency：nodeが最小の node数で相互に結合する程度 

transitivity：隣り合う nodeが相互に結合する程度 

local efficiency：局所的な下位ネットワークにおけるコミュニケーションの効率 

node strength：そのネットワークに対する nodeの総合的な影響 

local assortativity：nodeがネットワークに類似する影響を持つ nodeと結合する程度。 

participation coefficient：nodeが他のモジュールの nodeと結合する程度。 

within-module degree Z-score：nodeが自身のモジュール内の nodeと結合する程度。 

 

  

 

 抑制が必要な事態では assortativity, global efficiency, transitivityの増加と関連してい

た。これはそれぞれ、妨害への耐性、全ネットワークのコミュニケーションの効率、機能

的な特殊化の増大に関係する。node関連の特性に関しては、dACC, 右 IFS, 右前部島皮質

AIを選択して検討した。抑制が必要な事態では、participation coefficientが右 IFS, 右 AI

で高まった。これは nodeが他の多様なモジュールと結合し、多様な過程により強い影響を

持つことを示す。dACCは within-module degree Z-scoreの増加と関連していた。これは

このモジュール内で起こる特定の過程に dACCが大きな影響を持つことを示す。右 AIのみ

が local assortativity の増加と関連しており、右 AI が他の影響力のある node とは強く、

影響の弱い nodeとは結合を弱めることを示している。 

略称： 

L, R:左右半球 

dACC:背側前部

帯状皮質 

IFG:下前頭回 

IFS:下前頭溝 

MFG:中前頭回 

MTG:中側頭回 

SFG:上前頭回 

STG:上側頭回 



Suthana, N.A. et al. Specific responses of human hippocampal neurons are associated 

with better memory. PNAS, 112:10503-10508, 2015. 

 この論文はヒトの海馬の類似した表象を区別、分離する pattern separation の機能をテ

ンカン患者の内側側頭葉ニューロン活動の記録で検討した。実験で使用した刺激が下にあ

る。患者は Targetを記銘する。再認テストでは Target写真、同じ人物の異なる写真 Lure、

別人の写真 Foil が提示される。ニューロン活動と再認成績の関係を調べるために、成績の

良い患者と悪い患者に分けた。 

 下の図の上は成績が良い患者の結果、下は成績が悪い患者の結果である、この図から分

るように、成績の良い患者は Lureに対する発射が少ない。それに対して、下の成績の悪い

患者は Lureに対して Target と同程度の発射がみられ、separationが悪い。この結果は下

の棒グラフにあるように、海馬内（CA3/歯状回 DG, 海馬台 Subiculum）のみでみられ、

嗅内皮質 ERC、海馬傍皮質 PHC、扁桃核 Amygdala では成績と関係なかった。下の相関

図は海馬でのTarget-Lure1の発射率の差の比率と成績の関係で、差が大きいと成績が良い。 

 

 

 

 



Leiker, E.K. & Johnson, J.D. Pattern reactivation co-varies with activity in the core 

recollection network during source memory. Neuropsychol., 75:88-98, 2015. 

 この論文は記銘時の活性パターンが想起時に再活性されることを decoding (MVPA) で

検討し、それが source memoryの想起時に core recollection networkの活性と関係するか

を検討したもの。3つの課題（Artist, Function, Cost）で提示される単語を記銘し、その後

2段階の source memory testがある。そこでは、単語が提示された課題（source）を答え

るとともに、確信度を答える。結果を下に示す。上の図は記銘時の fMRIデータで活性パタ 

 

 
 

    

―ンでモデルを作成し、それが想起

時に再活性されているかを推定し

た結果。下の棒グラフにあるように

成績、確信度ともにチャンス以上の

確率で推定に成功しており、再活性

がみられた。脳の図はモデル作成に

貢献した領域（と思われる）。左下

図は 4 つの recollection の領域（左

後部頭頂皮質 lPPC、後部帯状皮質

PCC、内側前頭前野mPFC、右海馬

rHIPP）が source memory に必要

な高い確信度と関連することを示

している。右下図は、その各領域の

脳の活性と再活性の間の相関を個

人毎に求めたもので、正の相関がみ

られた（mPFC を除き有意）。すな

わち、再活性は recollection のネッ

トワークの活性と関係する。 



Elward, R.L. et al. Motivated memories: Effects of reward and recollection in the core 

recollection network and beyond. Cereb. Cortex, 25:3159-3166, 2015. 

 この論文は記銘する項目に異なる報酬価が付加された時の想起 recollection への影響を

検討したもの。刺激項目は室内か、屋外にあるものの写真。写真にはマルクかリラのコイ

ンが同時に提示される。記銘時に写真とコインの組み合わせを覚えること、後に記憶のテ

ストがあることが教示される。記銘とテストの間にマルクは 2ドル、リラは 0.02ドルであ

ることが知らされる。テスト時には fMRIで脳の活性が記録されたが、提示される写真に結

びついていたコインを答えることが求められた。正解には上記の金額が、誤反応には答え

たコインの額のペナルティがある。新奇刺激もある。fMRI データでは source memory の

正解－不正解、高－低報酬への反応に分けて分析した。下に結果を示すが、Aはmemory, 報

酬、そのオーバーラップの領域である。memory に関しては、腹側頭頂皮質、後部帯状皮

質、内側前頭前野、両側の海馬と内側側頭葉に活性があった。報酬は両側の島皮質、前部

帯状皮質、内側前頭前野、後部帯状皮質、左腹側頭頂皮質、両側眼窩前頭部を活性化させ

た。左腹側頭頂皮質、内側前頭前野にオーバーラップがみられた。下の Bはmemory, 報酬

一方の領域で、左から海馬、線条体、島皮質と外側眼窩前頭部の結果である。線条体で両

効果が exclusiveな領域が並んでいる。有意のレベルを下げて検討した結果、下の図に示す 

  

ように、memoryと報酬効果のオーバーラップ

がみられた。したがって、memoryと報酬は個

別に関連する系（recollection networkと報酬

系）があり、その一部でオーバーラップして行

動への効果が表れている。両効果が統合された

より高次の機能があることはないようだ。 

線条体 



Hackel, L.M. et al. Instrumental learning of traits versus rewards: dissociable neural 

correlates and effects on choice. Nat. Neurosci., 18:1233-1235, 2015. 

 4 名の人（とスロット）を相手にゲームをするが、各々の気前の良さ generosity、金額、

持ち分 poolの平均が下に示されている。学習期には 2 人が提示され、一方を選択するとそ

の人の持ち分と金額が feedbackされる。参加者は気前の良さをより重視する選択を示した。 

 

その時の脳の活性を fMRI で計測すると、腹側線条体は報酬と generosity の予測誤差に反

応したが（下図 a,b）、後者はさらに社会的な印象の処理に関係する領域（下図 d-f、左腹外

側前頭前野、下頭頂小葉、後部帯状皮質、楔前部、右側頭頭頂接合部）を活性化させた。 

 

 

学習後に二人の人

と持ち分を提示

し、選択させた。

Generosityと以前

の報酬の多い人を

選択したが、報酬

よりも generosity

をより重視した。

その際の腹内側前

頭前野 vmPFC の

活性とモデルから

導き出された報酬

と generosityと重

みの関係を最下図

に示す。 vmPFC

は generosityによ

り関連することを

示している。 



Michalka, S.W. et al. Short-term memory for space and time flexibly recruit comple- 

mentary sensory-biased frontal lobe attention network. Neuron, 87:882-892, 2015. 

 この論文は 4つの実験よりなっており、そのすべてを紹介することは難しい。実験 1の 

 

 

 

  

手続きを左に示す。A が聴覚、B

が視覚課題。左右いずれかに注意

し、注意した耳、視野に 1-4 の数

字がでたら反応する。聴覚課題で

は視覚刺激を、視覚課題では聴覚

刺激を無視。fMRIによる一人の参

加者の計測結果を下に示す。黄色

－赤は聴覚、水色－青は視覚課題

で活性化した領域。前者で pAud

は聴覚野、tgPCS は中心前溝と交

わる横回、cIFCは下前頭溝尾部、

後者で pVisは視覚野、sPCSは中

心前溝上部、iPCS は中心前溝下

部。交互に並んでいる。 

 実験 2 はこれら前頭葉領域と聴

覚、視覚野との機能結合を安静時

に検討したもので、tgPCS, cIFC

は聴覚野、sPCS, iPCSは視覚野と

の結合が強かった。 

 実験 3，4 は変化を検出する時間、空

間課題における前頭葉の視覚 ROI と聴

覚 ROIの活性である。課題に関しては論

文を参照下さい。左に結果を示すが、青

は視覚 ROI、橙色は聴覚 ROI、上が視覚、

下が聴覚刺激利用、中の棒グラフは濃い

方が空間、薄い方が時間課題の結果であ

る。上の視覚刺激利用では、空間課題は

視覚 ROI が、時間課題では聴覚 ROI の

活性が高く、下の聴覚刺激では、視覚

ROI で空間課題の方が時間課題よりも

活性が高かった。聴覚 ROIは差がない。

時間、空間課題で刺激モダリティとは独

立に視覚、聴覚 ROIが活性化している。 



Ester, E.F. et al. Parietal and frontal cortex encode stimulus-specific mnemonic 

representations during visual working memory. Neuron, 87:893-905, 2015. 

 ワーキング・メモリWMのモデルで、前頭頭頂部の認知制御機能に関して、実行機能を

強調する立場と記憶の側面、すなわち対象の表象を考える立場がある。このホームページ

『脳と心』でも前者の立場をとった。この点に関しては decoding研究が重要と考えていた

が、この論文は decoding研究で後者の立場を擁護した。分析法を十分に理解していないの

で、感覚系の結果は省略し、重要と思われる点のみはしょって紹介する。課題は下図で、

Sample期に左右 2つの gratingが提示され、Cue/Delayの時期にいずれの gratingに注意

するかを指定される。Recallの時期にボタン押しでSample期のgratingの傾きに合わせる。 

 inverted orientation-encoding model (IEM)でいくつかの ROIにおける gratingの傾き

の表象を再構成するために fMRIデータを二分し training setと test setとした。Delay期

の training setで、各ボクセルの反応は 9の方向選択チャンネルの重みづけられた和として

モデル化した。そして、その重みづけを利用して、test setで傾きの表象を推定した。もし、

ROIに表象が含まれるのなら、IEMは明瞭なピークを結果は示すはず。 

  

 delay中に活性が高かった ROIで IEMを適用した。左の例

は左上前中心溝 sPCS の結果である。上下の図で、青い線は

記憶していた傾き（R）、赤い線は記憶していなかった傾き

（NR）の再構成の結果である。下図は 9の Kroenecker delta 

関数を利用した。中図は sample提示から 2-12 sの R, NR の

再構成の時間経過。記憶していた傾きではピークがみられて

おり、記憶していない傾きとは分離できている。すなわち、

左 sPCSでは傾きを encodeしている。同様の結果は上頭頂小

葉でもみられた。そして、delay 中に活性が高い ROI でも、

再構成や分離ができない ROI があるので、活性の程度と

coding は直接関係ない。Searchlight-defined の前頭前野の

ROI でも、活性と再構成の間にかい離があり、活性がみられ

ない ROI（左腹外側前頭前野、右背外側前頭前野）で、再構

成が可能だった。これらの結果は、前頭前野、頭頂皮質が傾

きを encode、表象していることを示した。 



今月の認知神経科学の応用 

 

Hahn, T. et al. (2015) Neuroimage, 118:231-236. 

 安静時の機能的な結合様式 connectome、とくに目標指向行動に関係する帯状弁蓋ネット

ワークが、prosocialか individualisticかに関係していた。 

 

van Noordt, S.J.R. et al. (2015) Neuroimage, 118:248-255. 

 社会的な排除 social exclusionは子供の内側前頭葉のθ oscillationを増加させたが、400- 

800 msの時間窓での増加が排除の苦痛と相関していた。 

 

Spielberg, J.M. et al. (2015) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 10:1084-1091. 

 青年期は多くの不安障害を起こす時期である。ここでは仲間の feedbackの予期が持つ影

響を検討。不安傾向の高いものは扁桃核、扁桃核－吻側前部帯状回の結合が増大した。 

 

Thijssen, S. et al. (2015) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 15:564-577. 

 6-9歳の学童の攻撃的行動と脳の形態について検討した。攻撃性は扁桃核の容積の減少と

関係し、感覚運動領野の皮質の厚さ、右半球の全体的な gyrificationが関係した。性差あり。 

 

Seara-Cardoso, A. et al. (2015) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 15:578-588. 

 健常者の精神病質傾向と他者の痛みへの反応を fMRI で検討した。Affective- 

interpersonalと lifestyle-antisocial psychopathic traitでは他者の苦痛に反対の関係を。 

 

Beyer, F. et al. (2015) Cerb. Cortex, 25:3057-3063. 

 社会的なインタラクションを模した状況で提示される怒りの表情にたいする内側眼窩前

頭部、前部帯状皮質の活性（fMRI 計測）は、それぞれ攻撃行動と負、正の関係にあった。 

 

Santarnecchi,E. et al. (2015) Hum. Brain Mapp., 36:3586-3602. 

 知能と左右の対応する脳領域の同期的な活性を安静時の fMRIで検討した。知能指数の高

いものは対応する領域（一次感覚野など）の同期的活性を低下させていた。 

 

Maier, S.U. et al. (2015) Neuron, 87:621-631. 

 ストレスは腹内側前頭前野と扁桃核、線条体との機能結合の増加、背外側前頭前野との

機能結合の減少により、自己制御が低下した意思決定をもたらす。 

 

Li et al. (2015) Neuropsychol. 75:149-261. 

 健常者と統合失調症患者でのワーキング・メモリ WM 訓練の脳への影響についてメタ分



析。両者で背外側前頭前野を含む前頭頭頂部の活性がみられた。 

 

Sanger, K.L. & Dorjee, D. (2015) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 15:696-711. 

 青年期のmindfulness訓練の注意や情動への影響を事象関連電位 ERPで検討した総説。 

 

Barnby, J.M. et al. (2015) Conscious. Cognit., 36:219-232. 

 Mindfulnessと Spiritual practiceは類似する効果を持つが、前頭葉と頭頂葉の活性のバ

ランスは異なる。前者は前頭葉活性をより高め、後者は頭頂葉を下げる。自他が関係。 

 

Dahl, C.J. et al. (2015) Trends in Cognit. Sci., 19:515-523. 

 Meditation 訓練は自己の問題に関係するが、その認知的メカニズムを注意、構成、解体

に分類し、脳研究も含め、論じている総説。 

 

Garrison, K.A. et al. (2015) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 15:712-720. 

 Meditation はデフォルト・モード・ネットワーク DMN の活性を下げる。これまでの研

究は restを controlにしていたが、認知課題と比較したところ、課題よりも低下していた。 

 

Lebois, R.A.M. et al. (2015) Neuropsychol., 75:505-524. 

 ストレスフルな事象を反芻することは自己に関係する。自己から事象を引き離すmindful 

attentionで脳内の perspective shifting関連領域が活性化した（fMRIで計測）。 

 

Parkin, B.L. et al. (2015) Neuron, 87:932-945. 

 認知神経科学における、ヒトの非侵襲的な脳刺激、すなわち、磁気刺激 TMS、経頭蓋直

流刺激 tDCSなどについての入門、解説論文。 

 

Civai, C. et al. (2015) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 10:1054-1060. 

 内側前頭前野mPFCは不公平に対して、それが自己に関わる時に活性化する。Ultimatum 

GameでmPFCに陰極 tDCSを与えると、自己に関わる不公平を拒否する傾向が減った。 

 

Kajimura, S. & Nomura, M. (2015) Neuropsychol., 75:533-537. 

 左外側前頭皮質と右下頭頂小葉にそれぞれ陰極、陽極の tDCS を同時に与えると、mind 

wonderingの傾向を減少させ、極性逆転で増加させた。 

 

Gao, W. et al. (2015) Cerb. Cortex, 25:2919-2928. 

 生後 1年間の 9つの脳内ネットワークの発達とそれに社会経済状態 SESがどう関係する

かを縦断的な fMRI 計測で検討した。ネットワーク発達に順序があり、6 ヶ月時に SES が



感覚運動、デフォルト・モードのネットワークで関係していた。 

 

Benders, M.J. et al. (2015) Cereb. Cortex, 25:3014-3024. 

 早産児で、脳の発達に脳の活動がどのように関係するかを、MRI と脳波計測を組み合わ

せて検討した。初期（first postnatal day）の脳の活動がその後の脳の発達と関係する。 

 

van den Heuvel, M.P. et al. (2015) Cerb. Cortex, 25:3000-3013. 

 早産児の妊娠 30 週、40 週時に拡散強調画像法と fMRI による機能結合で preterm の脳

の結合を検討した。この時期にはすでに成人の結合様式のヒナ型ができていた。 

 

Fischi-Gomez, E. et al. (2015) Cerb. Cortex, 25:2793-2805. 

 極度の早産、子宮内成長制限のあった学童児の脳の形態的な線維結合をMRIで検討した。

高次の認知スキルや社会的認知に関係する結合に問題があった。 

 

Gu, X. et al. (2015) Hum Brain Mapp., 36:3323-3338. 

 成人の高機能の自閉症 ASD の共感について皮膚伝導反応 SCR と fMRI で検討した。

Empathic painの弁別性、全体的な SCRは低下したが、empathic painへの SCR, 前部島

皮質の反応は増大した。 

 

Edmiston, E.K. et al. (2015) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 10:1074-1083. 

 ASD の児童が人とコンピュータを相手に囚人のジレンマゲームを行っている時の島皮質、

扁桃核、側頭頭頂接合部の活性を fMRIで計測。Defectionで定型児と異なる活性があった。 

 

Misic, B. et al. (2015) Cereb. Cortex, 25:2815-2827. 

 ASD の児童に認知制御課題である set-shifting 課題を課し、脳磁図で脳内ネットワーク

の情報処理の特性を検討した。早期と後期に働く 2 つのネットワークが課題で定型児と異

なるふるまいをし、それが認知制御の障がいと関係していた。 

 

Nelson, S.B. & Valakh, V. (2015) Neuron, 87:684-698. 

 ASD についての総説。神経的な興奮と抑制の比の逸脱で説明する試み。初期の障害とそ

の後の代償的変化を分ける。 

 

Bourgeron, T. (2015) Nat. Rev., Neurosci., 16:551-563. 

 ASD についての総説。リスク遺伝子とそれが関係する蛋白のシナプスの可塑性への影響

を論じている。 

 



Kucyi et al. (2015) Hum. Brain Mapp., 36:3373-3386. 

 注意欠陥多動障害ADHDは脳内のネットワーク間の自発的なインタラクションの障害と

考えられる。小脳の default mode networkと他のネットワークとの結合を検討した。 

 

Skeide, M.A. et al. (2015) Neuroimage, 118:414-421. 

 児童の音韻の気づきと読字障がい dyslexiaが関係することが知られている。Dyslexiaに

関わる遺伝因子 rs11100040は前頭－側頭の機能的、形態的（弓状束）結合性に関係した。 

 

Jaffe-Dax, S. et al. (2015) J. Neurosci., 35:12116-12126. 

 Dyslexia では読字だけでなく、言語記憶、聴覚スキルにも問題がでる。これらを以前の

情報と雑音の多い観察を統合する面の障がいと捉えて、ERP計測を含め検討した。 

 

Vanhoutte, S. et al. (2015) Neuropsychol., 75:1-10. 

 吃音の随伴陰性変動 CNV の研究。吃音者では CNVのスロープが増し、これは吃音の頻

度、重篤度と関係していた。吃音では基底核－視床－皮質ループの準備的活動が高まる。 

 

Wang, X. et al. (2015) Cereb. Cortex, 25:2416-2426. 

 先天的な聴覚障がい者の視覚的語形領域 VWFA の他の領域との安静時機能結合を fMRI

で検討した。VWFAと聴覚言語領域との結合は減少していたが、他は変わりなかった。 

 

Del Viva, M.M. et al. (2015) Neuropsychol., 75:214-220. 

 ダウン症 DSはアルツハイマー病 ADに関係する。ADでは動きの知覚に問題が起こるこ

とが知られているので、DSの知覚を ERPで検討した。障がいがみられた。 

 

Parketny, J. et al. (2015) Neuropsychol., 75:538-547. 

 発達性の相貌失認で顔に対する ERP (N250, P600f) を検討したところ、これらの成分は

健常者よりも潜時が遅かった。顔の記憶と顔の同定の再認メカニズムに遅れがある。 

 

Qin, W. et al. (2015) Cereb. Cortex, 25:2507-2516. 

 先天的な視覚障がいと、sensitive period後に視覚を失ったものの安静時機能結合を fMRI

で検討した。先天性のものはそうでないものより大規模な脳の再構成が起こっていた。 

 

Johnston, B.A. et al. (2015) Brain, 138:2766-2776. 

 大うつ病では背側縫線核が過剰に活動し、扁桃核、中脳水道周囲灰白質などに過剰に影

響し、内側縫線核の海馬への影響が低下しているという説を fMRIで検証、支持した。 

 



Ubl, B. et al. (2015) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 10:1102-1112. 

 大うつ病と disthymia で報酬と喪失の予期、受容に対する反応を fMRI で検討した。参

加者は予期で前頭－線条体の活性が低下し、予測誤差には喪失で腹側線条体が反応した。 

 

Manelis, A. et al. (2015) Brain, 138:2777-2790. 

 双極性障害の両親をもつ子供の情動顔への反応を fMRIで検討した。右扁桃核の活性が増

大し、右扁桃核－前部帯状回の機能結合が減少、右扁桃核－左腹外側前頭前野の結合が増

大していた。 


