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Braunlich, K. et al. Occipitotemporal category representations are sensitive to abstract 

category boundaries defined by generalization demands. J. Neurosci., 37:7631-7642, 2017. 

 この論文は般化の基準を緩くする Lax か、厳しくする Strict かで、後頭側頭領域のカテ

ゴリの表象の境界が移動することを示した。ここでは論文のコアの部分のみ紹介する。 

 

 

 上の図が fMRI の結果の一部で、前頭前野 PFC と角回では境界から離れるほど活性が高

まり（decisional confidence）、Lax と Strict では脳内表象の境界が移動するのが分かる。

前頭、頭頂の内側面も同様の結果である。一方、頭頂間溝 IPS では逆に境界付近で最も活

性が高い（decisional uncertainty）。MVPA (decoding) については下の図がその結果であ 

  

左の図は刺激の例で、左端 が

Prototype で、次の 2 つはその変

形、右端は Random 図形。上が

Lax で Randam の左が、下が

Strict で Protoytype の右が境界。 

る。カテゴリの境界からの隔たりを、Lax, 

Strict の両条件で decode できた領域で、

両側の上、下頭頂小葉（頭頂間溝のそば）

や前頭皮質である。 

 なお、感覚面（prototype からの距離）

の紹介は省いた。本文参照ください。 

Intraparietal sulcus, 

IPS: 頭頂間溝 

PFC:前頭前野 

Angular Gyrus: 角

回 



Brodski-Guerniero, A. et al. Information-theoretic evidence for predictive coding in the face-

processing system. J. Neurosci., 37:8273-8283, 2017. 

 この論文は脳内顔処理システムで predictive coding が働くことを MEG データに active 

information storage, AIS と transfer entropy, TE を適用して明らかにした。AIS はある処理

に関して過去から予測される将来の情報量（predictable information）で、TE は過去と将来

の処理間で転送される方向性のある情報量。詳しくは本文に引用されている文献に当たら

れたい。課題は上図の顔、下図家判断で、AIS, TE は刺激提示前の MEG データから算出。 

 

  

 

 

 顔と家ブロックの AIS の差で顔

の AIS の増加がみられたのは左の

表の 5 領域だった。家の方ではこの

ような結果はない。左表は MEG の

周波数帯域と AIS の相関で、α、β

帯域が各領域で有意な正の相関を

示し、予測には低周波帯域が関係。 

 なお、AIS に基づいて、顔、家の decoding が可

能だった。左の中図は TE の結果で、５つの顔処

理ネットワーク間の情報の流れの増加とその方

向が示されている。赤は顔、青は家ブロックの結

果で、図 C は階層性を考慮した表現である。こ 

の結果は、予測情報が top-down 的に後部頭頂皮質 PPC

や前部下側頭皮質 aIT から紡錘状回顔領域 FFA へ転送

されることが分かる。左下図は顔と家ブロックの AIS の

差と反応時間 RT の差の関係を示したもので、AIS の差

が大きい（予備情報が強い）ほど RT は短くなった。こ

の結果は PPC, aIT ではみられなかった。 



Brandman, T. & Peelen, M.V. Interaction between scene and object processing revealed by 

human fMRI and MEG decoding. J. Neurosci., 37:7700-7710, 2017. 

 この論文はものと風景処理の interaction を fMRI と MEG の MVPA (decoding) で検討

した。刺激は degrade されたもの object（生物/人工物）ともののない風景 scene、そのもの 

 

 

 

 

 上の図は MEG の decoding の結果で、刺激提示後 500ms を分析の対象にした。図 A, B

で縦軸は decoding の訓練、横軸はテストで、色は赤、茶になるほど decoding の成績がよ

い。A はもの＋風景、B は風景の中のもので、fMRI と同じ結果である。C は時間変化で、

風景の中のものは 320ms で decoding の成績がよい。この時間は degrade されていないも

のの decode より 100ms 遅い。風景領域からもの領域への feedback と考えられる。  

が風景の中にある、の３種類。Degrade されてい

るので、もの単独では認識しにくいが、風景の中

にあると認識できる。Decoding は degrade され

ていない刺激で、生物/人工物の区別を訓練した。

そして、degrade された刺激で cross-decoding を

行った。 

 左上図は物の領域 LOC における decoding の

結果である。もの単独、風景、もの＋風景、風景

の中のもので生物/人工物の decoding の結果、も

の＋風景よりも風景の中のものの方が成績がよ

い。同様の結果が後部紡錘状溝でも得られた。左

下図は風景の領域である PPA の活性とものの領

域である LOC の decoding の結果の相関。縦軸は

風景の中のものともの＋風景の decoding の差。

同様の結果が風景関連の膨大部後部皮質と LOC

の decoding の間でもみられた。なお、decoding

については searchlight 法も行っているが、ROI の

結果のみ紹介した。本文を参照されたい。 



Zabicki, A. et al. Imagined and executed actions in the human motor system: Testing neural 

similarity between execution and imagery of actions with a multivariate approach. Cereb. 

Cortex, 27:4523-4536, 2017. 

 この論文は行為の実行とイメージ生成にかかわる運動系を fMRI データの MVPA 

(decodingと RSA)で検討した。行為は上図の 3種類（Aiming, Squeezing, Extention-Flexion） 

 

を推定した。行為に関係なく両者が完全に別であれば左端 Modality になり、逆に ME, MI

に関係なく行為の種類を表象しているならば右端 Action type のパターンになる。Mm1-9

はその間のパターンを示す。中図 (c)は実測データで A1:一時聴覚野、FMG:前頭辺縁溝。 

 

 下図 (a), (b)はそれぞれ左右の各 ROI における MI, ME の行為の decoding の結果。黒

が左、灰色が右半球の結果。MI では一次運動野 M1, 背側運動前野 dPMC で左、頭頂皮 

 

である。実行 ME とイメージ生成 MI（これ

が Modality）については、中図（b）の非類

似性マトリックスの 7 つのモデルのどれに

実測データが対応するかで、両者の独立性 



質（上頭頂小葉 SPL、頭頂間溝 IPS）では手と同側の右半球でも有意な decoding がみられ

た。ME では多くの ROI で decoding が可能だった。下図 (c), (d)は cross-classification

で、dPMC、SPL で有意な decoding がみられた。ここでは載せていないがすべての ROI

で Modality (MI vs ME) の区別は可能だった。また、行為のタイプの中では Aiming の

decoding の成績が最もよかった。また、各 ROI の表象非類似性マトリックスに多次元尺

度構成法 MDS を適用すると、MI, ME が対称的な位置に配置され、各行為の位置関係も

MI, ME で同じだった。 

 

 

 上の図は各 ROI の活性パターンが 7 つのモデルのどれにもっともよく適合するかを示し

たもので、M1 は Modality と Mm9, dMPC と SPL は Mm7 と Mm5、残る腹側運動前野

vPMC, 下頭頂小葉 IPL などは Mm9, Mm7 で、いずれも左右差はない。 

 これらの結果から、MI と ME の脳内表象は同じでも完全に独立ではなく、異なる行為

に関して類似の構造的な geometry を示すと結論した。 

 

 

  



Oyarzún, J.P. et al. Targeted memory reactivation during sleep adaptively promotes the 

strengthening or weakening of overlapping memories. J. Neurosci., 37:7748-7758, 2017. 

 Targeted memory reactivation が overlap する記憶に持つ影響を検討した。手続きは上図 

 

 

 

 

にある。X1-X2 の記銘の直後（5 分後の連続）、

3 時間（遅延）後に X1-X3 の overlap する記銘

を行うが、この例では犬の鳴き声も提示する。

そして睡眠中に鳴き声 Reactivation かシンバル

の音 Non-reactivation を与え、覚醒後に X2 の

位置を答えさせる。以下エッセンスを紹介。 

 左の中図が行動の結果で、5 分後に第 2 の記

銘を行った直後 Contiguous 条件では睡眠中に

X3 の reactivation を行った方が成績がよく、遅

延 Delayed 条件では逆に Reactivation のほうが 

成績がよい。なお、全体的には遅延の方が成績

は低い。下図 C, D は脳波の結果で、睡眠中に音

を提示してから 4s 間の周波数分析を示す。C が

直後条件、D が遅延条件の結果。ここには載せ

ないが、低周波成分の振動 SO は両条件で差は

ない。C, D にあるように、Target 音-Control 音

では、直後条件では θ 帯域の活動のみが有意に

上昇し、遅延条件ではそれに加えて 15-30 Hz の

β 帯域の強度が強い。θ帯域の活動は記憶とプ

ラスの関係にある。直後条件では X1-X2 の記憶

は強く、両者の記憶が区別され、中図の結果に

なると思われる。β帯域の活動は overlap する

記憶の対立を示す。X1-X2 の記憶は時間経過で

弱まり、X1-X3 の記憶により妨害され中図の結

果になると考えられる。 



Baldassano, C. et al. Discovering event structure in continuous narrative perception and 

memory. Neuron, 95:709-721, 2017. 

 上図がこの論文で検証する 6 つの仮説：映画や物語 narrative のような連続的な入力は階

層的に分節化され①－③（脳領域では初期、上位の感覚皮質から連合皮質、感覚的には個

別から multimodal）、海馬に長期貯蔵され④、必要に応じて reinstate⑤、⑥される。 

 

 

下図は事象分節化モデルの説明。A. fMRI データの比較的安定した活性に急な変化がある

時点を境界ととらえる。B. 異なる dataset（映画とその音声部分）で同様の分節化が可

能。C. 皮質でみられた境界を基準にして例えば海馬の活性変化を検出可能。D. このモデ

ルは Hidden Markov Model, HMM に基づく。詳しくは本文を参照ください。 



 
 上図左の timepoint correlation matrix は下が視覚皮質、上が楔前部の結果で、白い破線

が一つの事象 event を表す。視覚皮質の事象は時間的に短い。上図右 A はそれを 4 領域で

示したもので、初期視覚皮質から後部内側皮質へ向かうにつれ、事象が減っている。最上

位の事象数は人が行う区切り annotation と同じレベル。B は領域間の境界の一致の程度を

示すが、接近する階層では境界が一致することがあり、下位は上位の事象を subdivide. こ

こに載せないが、映画とその音声部分は頭頂、前頭皮質で類似の事象パターンの系列を示

した。以上、前ページ上図①②③、前ページ下図 B が検討、確認された。 

 

 

 

 下図は左右の角回で境界があった時点で trigger された海馬の平均活性である。境界の数

秒後に海馬に活性のピークがみられる。類似の結果が後部内側皮質、海馬傍皮質といった

高次の脳領域でもみられた。これは記憶の記銘に関係した活性と考えられる。前ページ上

図④、下図で予測された結果である。 



次に、海馬に記銘された事象が reinstate されるかを検討した（前々ぺージ上図⑤）。参

加者に映画を見せ、その後映画の内容を言葉で自由再生してもらった。海馬と関係のあっ

た後部帯状皮質 PCC、角回 AG における分節を再生のデータの分節と比較した。上図の 

 

 

る Memory 条件では予期的な reinstatement がみられると予想される。下図は前頭と頭頂

の内側面の結果で、黄土色が Memory, 青が No memory の結果で、Memory 条件の方が

No memory 条件より先行する事象が多く、予期的に reinstate していることが分かる。こ

の結果は predictive coding と整合的である。  

A, B は映画と再生で

の分節の結果の一例

で、両者は合致してい

る。すなわち、再生で

は海馬に記銘された

事象が reinstate され

ることを示した。上図

C, D は事象の記銘の

offset における海馬の

活性と再生における

reactivation の程度で

AG（左）、PCC（右）

の結果。いずれも有意

な正の相関があった。 

 最後に予測⑥につ 

いて。映画を

みる、映画を

見た後音声を

聞く Memory、

映画を見ない

で音声を聞く

No memory の

条件で、分節

化のモデルを

適用した。音

声を聞く前に

映画をみてい 



Braem, S. et al. Pattern analyses reveal separate experience-based fear memories in the 

human right amygdala. J. Neurosci., 37:8116-8130, 2017. 

 この論文は恐れに関係した脳領域が、CS-US 対の経験による場合と、単に教示による

CS-US 対で、同じように反応するか、それとも異なる反応をするかを検討した。2 つの実

験よりなるが、類似の結果なので、実験 1 のみ、そのエッセンスを紹介する。上図は訓練

での実験条件である。CS-, CS+P, CS+U で、CS-は US（電撃）と対にされることはない、

CS+P は 1/3 の確率で US と対にされる。CS+U は同じ確率で US placeholder（電撃の絵）

と対にされる。そして、テストになるが、CS+P では同様に US が、CS+U は placeholder

の代わりに US が提示されると教示される。しかし、実際にはどの条件でも US は提示さ

れない。CS+P が経験条件、 CS+U が教示条件である。恐れの評定、US 予期の評定があ

る。脳活性は fMRI で計測し、活性パターンの類似性分析を行った。 

 

 

 下図は結果の一部である。タイトルで問題になっている扁桃核についての結果のみ示

す。図は訓練期の CS+P の活性パターン CS+Ptr とテスト期の各 CS 条件での活性パターン

との相関である。図で棒グラフは左より CS-, CS+P, CS+U である。図 E の左扁桃核では

CS+P と CS+U は CS+Ptr と同程度の相関である。一方、図 F の右扁桃核では CS+P よりも

CS+U の相関が低下しており、両者が分離されている。図 G はテスト期の CS+P と CS+U

の恐れの評定の差と CS+P と CS+U の相関の差の関係で、評定の差が大きいと脳活性パタ

ーンの相関の差が大きい。右扁桃核では経験と教示による恐れが区別されていた。  



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。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 STG, 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, 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, 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, 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, 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 

Kim, S.-J. & Knösche, T.R. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:3899-3816. 

 側頭極平面 PP と関連する腹側聴覚系が絶対音感 AP に関係することを fMRI の安静時機

能結合で検討。AP の音楽家では右 PP と両側の前腹側聴覚皮質との結合が増大。 



 

Gardner, T. et al. (2017) Neuroimage, 156:174-189. 

 行為観察ネットワーク AON の活性と実行、観察する行為の familiarity の関係をギター訓

練で検討。AON と familiarity の関係は linear でなく cubic. Predictive coding 説に一致。 

 

 

訓練と自己統制 

Kajal, D.S. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:4353-4369. 

 MEG の neurofeedback で左右の手の領域の機能的 coupling を up, down の方向で訓練

し、両手の運動への影響を検討。Coupling 増加で運動のスピードの低下がみられた。 

 

Kühn, S. et al. (2017) Neuroimage, 156:199-206. 

 平均 69 歳の高齢者でゲームによる行動抑制の訓練を行い、行動と右 IFG の皮質の厚さへ

の影響を検討。行動へプラスの効果があり、IFG の厚さの増加はそれに関連した。 

 

Sale, M.V. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:4773-4787. 

 左手の指の運動の訓練が脳に与える影響を総合的に検討。行動へはプラスの効果、PMC, 

SMA, SMC, SPL の活性低下、TMS への MEP は増加、右中心溝前後の厚み増加等の結果。 

 

Reid, L.B. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:4302-4312. 

 左手の指の運動の訓練が運動系に与える影響を fMRI, 拡散 MRI で検討。右尾状核の FA

は増加、左 NAcc の拡散性は減少、右皮質脊髄路の FA の増加が。MFG との結合も検討。 

 

Telesford, Q.K. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:4744-4759. 

運動学習を利用して、nodes（脳の領域）と time-dependent edges（活性の時間系列にお

ける統計的類似性）よりなる multilayer network model の有効性を検討した。 

 

Kable, J.W. et al. (2017) J. Neurosci.,37:7390-7402. 

 Web-based cognitive training が delay discounting と risk sensitivity に与える効果を行動

と fMRI で検討した。訓練は行動、脳活性にも影響を持たなかった。 

 

Laneri, D. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:4034-4046. 

 長期の mindfulness meditation 訓練者が他者の social pain 課題の直前に meditation を行

うと、左 aIns の活性が低下し、その低下は trait compassion と負の相関を示した。 

 

Liu, J. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:4386-4397. 



 片頭痛に対する疑似の針治療でみられる鎮痛効果は左 mPFC の容量低下、mPFC と DMN

の機能結合の低下が関係。この低下は効果がみられる日の mPFC の baseline 容量が関係。 

 

 

意思決定 

Apps, M.J.A. & Ramnani, N. (2017) Cereb. Cortex, 27:4635-4648. 

 主観的 valiation, SV と社会規範による normative valuation, NV と mPFC の関係を検討。

dmPFC は NV のみに、vmPFC は SV には positive に NV には negative に関係した。 

 

Wang, S. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:3917-3926. 

 学業成績と delay discounting, DD の関係を sMRI による VBM で検討した。左 dlPFC の

灰白質容量が学業成績と DD の両者と関係していた。 

 

 

社会認知神経科学 

Schurz, M. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:4788-4805. 

 ToM についての総説。 

 

Cloutie, J. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:4326-4338. 

 顔の脳内処理に関して、刺激の顔をみた経験があること familiarity、子供時代に異なる人

種を経験していることの影響をみた。いずれも、顔処理 network の活性が低下させた。 

 

Yamawaki, R. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:4256-4269. 

 社会的事態における顔の記憶の自己関連効果を検討した。顔を自己に関連づけると成績

がよいが、それには mPFC と海馬、mPFC を含む正中線領域の機能結合が関係した。 

 

Kreuder, A.-K. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:4525-4534. 

 Romantic partner のタッチの影響をオキシトシン OXT 投与下で検討。OXT はタッチへ

の快感を上げ、NAcc, ACC の活性を上げた。NAcc 活性は partner の関係の評価と正相関。 

 

Telzer, E.H. et al. (2017) Neuroimage, 156:224-231. 

 Self-improvement motivation を cognitive persistence task, fMRI で米国人、中国人の比較

をした。中国人の方の motivation が高く、それには IFG-vSTR の機能結合が関係。文化差。 

 

 

発達・加齢 



Salvan, P. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:3836-3847. 

 早産児の term 時の左右の弓状束の発達を FA で計測したが、それは 2 歳時の言語的、認

知的能力と関連していた。 

 

Rajagopalan, V. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:4322-4336. 

 25-32 週齢で誕生した早産児の脳の灰白質 GM、白質 WM の厚さと面積の発達的変化を

30-46 週齢で検討した。GM, WM とも脳溝では発達が遅れ、脳回では発達が進んでいた。 

 

Tóth, B. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:4019-4033. 

 1-6 日齢の新生児の睡眠中の脳波記録に基づいて各周波数帯域の同期からグラフ理論で

大規模 network の構造を検討。それは階層的、cost-efficient で、前頭、頭頂に主な hub が。 

 

Rohr, C.S. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:4350-4360. 

 4-7 歳の少女で DAN (IPS と FEF) の機能結合と注意機能の発達を検討。年齢は DAN 内

の結合増加、DAN と DMN の結合減少と関係。DAN 内の結合は選択的注意と関係した。 

 

van der Meulen, M. et al. (2017) Neuropsychol., 103:29-37. 

 7-10 歳の児童で、社会的排除の経験の影響を検討。結果として self-concern と向社会的

な other-concern があるが、fMRI 研究から社会的排除は self-concern の活性と関係。 

 

Polspoel, B. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:4657-4670. 

 小学 4 年生の学童の引き算、掛け算では計算のストラテジーとして、fact retrieval と

procedural strategy が利用されるが、fMRI 計測ではそれぞれ異なる脳領域が関係していた。 

 

Soltanlou, M. et al. (2017) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 17:724-736. 

 小学 5 年生で一桁と一桁 x 二桁の掛け算を行わせ、NIRS と脳波を記録した。一桁では左

SPL, IPS が、複雑な課題で MFG, IPL などが活性化し、領域一般的制御や WM が増加。 

 

Matejko, A.A. & Ansari, D. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:3941-3956. 

 計算に IPS が関係することは知られているが、IPS は領域一般的な機能にも関係。学童の

計算中に IPS の活性を計測したところ、象徴的な数処理スキルが IPS 活性と関係していた。 

 

Schel, M.A. & Klingberg, T. (2017) Cereb. Cortex, 27:4436-4446. 

 6-25 歳の参加者で算数と IPS の関係を検討した。前頭葉と線維連絡のある右 aIPS の皮

質の厚さは 6 歳児で空間 WM, 算数に関係するが、発達で算数のみに関係するようになる。 

 



Ullman, H. & Klingberg, T. (2017) Cereb. Cortex, 27:4516-4522. 

 6-20 歳の参加者の白質の発達（「脳年齢」）のモデルを DTI, FA で作成し、WM と数処理

能力との関係を予測した。予測は 6 歳児では支持されたが、13 歳児では有効でなかった。 

 

Gu, S. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:3823-3835. 

 8-22 歳の参加者で安静時 fMRI による機能結合のネットワークを hypergraph で検討。そ

の結果、cluster, bridge, star の 3 hyperedge があり、それぞれの hyperedge の特性を記述。 

 

Petrican, R. & Grady, C.L. (2017) J. Neurosci., 37:7711-7726. 

 22-36 歳の参加者を年齢順に 3 群に分け、認知的、社会情動的課題中に fMRI 計測を行い、

抑制の静的、動的な機能結合を検討。抑制の課題、年齢による違いがみられた。 

 

de Chastelaine, M. et al. (2017) Neuroimage, 156:340-351. 

 平均 22, 49, 68 歳で記憶の familiarity, novelty 効果の加齢変化を fMRI で検討。Familiarity

の効果は FPC などで、novelty も海馬、周嗅皮質で見られたが、年齢に関係なかった。 

 

Geerligs, L. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:4125-4156, 

 18-88 歳の参加者で fMRI による安静時機能結合の加齢変化を検討するに際して問題とな

る、血管系の健康、頭部の動き、機能部位の位置の影響を緩和する方法について。 

 

Cansino, S. et al. (2017) Neuropsychol., 103:168-182. 

 23 歳、67 歳の参加者で recollection 関連の OFC, 海馬、後頭皮質の network の年齢変化

を検討。両年齢で OFC の top-down 機能が重要、年齢は network 全体に非特異的に影響。 

 

Huijbers, W. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:4339-4349. 

 平均 72 歳の参加者で tip-of-the-tongue, TOT と記憶 recollection の関係を fMRI で検討。

海馬、RSC, PFC で TOT で最も活性化したのは PFC で、TOT は認知制御の低下が関連。 

 

 

情動、不安、性格、個人差 

Riem, M.M. et al. (2017) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 17:858-868. 

 未経産の女性に幼児の happy, sad の顔を見せ、その幼児の性格を実験的に付与した。そ

の結果、happy な性格の中性顔で扁桃核と前頭、後頭の機能結合増加などの結果を得た。 

 

Hammerschmidt, W. et al. (2017) Neuroimage, 156:466-474. 

 情動表出のない中性の顔も、それに金銭的な報酬を連合させることにより、ERP の初期



の P1 の振幅が増大する。ただし、情動顔と異なり、その後の処理には影響をもたない。 

 

Li, S. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:4064-4077. 

 Salience network は aIns, dACC が関係するが、性格特性 novelty seeking や reward 

dependence の影響を受ける。Salience expectancy task では両特性が異なる経路で影響を。 

 

Godwin, C.A. et al. (2017) Neuropsychol., 103:140-153. 

 Mind wandering 特性と fMRI による脳の安静時機能結合を network から検討。この特性

は DMN の結合増大、DMN-FPN の結合増大と関係。流動性知能、創造性との関係も。 

 

Gu, R. et al. (2017) Neuropsychol., 103:59-68. 

 衝動的な性格特性 disinhibition, DI と sensation-seeking, SS の高い者は金銭的な incentive 

delay task の成績が悪いが、ERP にも DI に特徴的な反応があり、DI と SS の相違もあった。 

 

Vijayakumar, N. et al. (2017) Neuroimage, 156:403-411. 

 青年期の右扁桃核と主に前方の PFC の発達的なカップリングは、その関係が正であるほ

ど抑うつの症状が低下していた。 

 

Perlman, G. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:4370-4385. 

 皮質の厚さを計測する 3 つの方法で抑うつとの関係を検討した。いずれの方法も抑うつ

との関係は弱いものだった。 

 

Jin, C. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:4479-4496. 

 PTSD の fMRI による安静時機能結合は静的結合の増強、結合の時間的変動の減少を示し

た。また、動的機能結合、有効結合は、静的なそれらよりも診断が正確だった。 

 

Holmes, S.E. et al. (2017) PNAS, 114:8390-8395. 

 PTSDは glutamate systemの不調が関係する。Metabotropic glutamate receptor 5, mGluR5

の availability を PET で検討。PTSD では mGluR5 の availability が増加、症状に関係。 

 

Budhiraja, M. et al. (2017) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 17:869-885. 

 平均 23 歳の女性の行為障害の灰白質容量 GMV を VBM で検討。上側頭回の GMV の増

加、舌状回、海馬、ACC の GMV は減少。alcohol, 薬物、虐待、不安、抑うつなどが関係。 

 

 

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 



D’Innocenzo, G. et al. (2017) Neuropsychol., 103:77-86. 

 親指の屈曲、伸展運動を観察する際の凝視点を操作し、TMS に対する MEP で motor 

resonance を検討した。動作に近い点を凝視している時に MEP は最大になった。 

 

De Bellis, F. et al. (2017) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 17:826-837. 

 左右の EBA に高頻度反復 TMS を与え、自他の手の判断への影響をみた。右 EBA への

TMS は他者の手の判断を促進し、左 EBA への TMS は自己の手の判断を促進した。 

 

Esterman, M. et al. (2017) Neuroimage, 156:190-198. 

 DAN と DMN に関連する小脳の領域に間欠的なθ burst TMS を与え、持続的、一過的

な注意への影響を検討。持続的注意は DAN、一過的注意は DAN, DMN への TMS で亢進。 

 

Jalali, R. et al. (2017) J. Neurophysiol., 118:655-665. 

 小脳への tDCS の視覚運動順応への影響を検討した。tDCS は順応を促進したが、それは

再現されず、また課題のパラメータの変化で安定した結果を示さなかった。 

 

Waters, S. et al. (2017) J. Neurosci., 37:7500-7512. 

 片側の指の連続運動に対する両半球の運動皮質への tDCS の影響を検討した。Anode の

位置に関係なく、両側の tDCS は成績を向上させた。両半球は競争より協調的関係。 

 

 

自閉症スぺクトラム障がい ASD 

Lawson, R.P. et al. (2017) Nat. Neurosci., 20:1293-1299. 

 成人の ASD で予期しない環境の変化に対して surprise が少なく、それは症状の程度に対

応することを行動と瞳孔の変化で明らかにした。それは環境変化を overlearn することで。 

 

Ball, G. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:4169-4184. 

 高機能 ASD と TD で構造的なネットワークの分析を行った。その結果、帯状皮質で局所

的な結合強度の増加を示す特定のサブネットワークがあることを見出した。 

 

Lim, E.T. et al. (2017) Nat. Neurosci., 20:1217-1224. 

 ASD における postzygotic mosaic mutation に関する論文。専門外なので関心のある方は

本文を参照ください。 

 

 

注意欠陥多動障がい ADHD 



Ambrosino, S. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:4624-4634. 

 6-28 歳の ADHD と TD で sMRI により脳の形態的変化を縦断的に検討した。ADHD で

は特に前頭皮質の容量、表面積、gyrification が持続的に低下していた。 

 

 

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

Hoffman, P. et al. (2017) Neuroimage, 156:394-402. 

 平均約 73 歳の高齢者の言語能力の 2 要素（貯蔵と実行）と灰白質容量、白質（FA）の関

係を検討。貯蔵は腹側側頭皮質の容量、実行は弓状束の FA が関係していた。 

 

Bonilha, L. et al. (2017) Brain, 140:2370-2380. 

 聴覚言語の理解を脳卒中患者で MRI（T1 強調画像と DTI）計測を行い関連領域を検討。

側頭皮質の後外側部、下部が聴覚と概念の統合に関係。さらなる意味処理は前方部で。 

 

 

感覚運動障がい、その他 

Yuan, K. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:4644-4654. 

 たばこの cue による craving には左 dlPFC-尾状核の結合が関係するが、DTI による検討

ではこの経路の integrity が両領域の機能連関と尾状核の cue への反応と負の相関を示した。 

 

Powers, A.R. et al. (2013) Science, 357:596-600. 

 幻聴の有無、精神病の診断の有無の 2 x 2 の参加者で古典的条件づけによる幻聴の fMRI

研究を行った。脳活性はそれぞれの参加者を分けたが、幻聴者は刺激有の思い込みが強い。 


