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II. 成果の概要（総括研究報告）
和文
磯田昌岐教授（自然科学研究機構生理学研究所）らの研究グループは、サルを用いて、社会的認知機
能を担う広域神経ネットワーク活動を解析する実験システムの開発と、より統御性の高い社会的認知行
動実験パラダイムの開発に成功した。
ヒトおよび非ヒト霊長類を対象とした先行研究により、社会的認知機能の発現には中枢神経系の複数
の広域神経ネットワークが関与することが示唆されている。しかし、各神経ネットワークの構成や機能
発現の仕組みについては不明な点が多い。この問題に取り組むため、研究チームは対面する２個体のサ
ルが互いの報酬情報の処理を行っている際に、メンタライジングシステムを構成する大脳皮質の神経活
動と、報酬情報の処理に重要な皮質下領域の神経活動とを同時に記録・解析する、新たな電気生理実験
プラットフォームを開発した。また、社会的脳機能研究をさらに促進するため、ビデオ編集システムを
利用して「他者」の行動を実験目的に応じて統御できる、新たな研究手法を開発した。
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英文
A research team led by Masaki Isoda of the National Institute for Physiological Sciences has now developed an
experimental system that enables to analyze activity of global neuronal networks for social cognition and designed
a better-controlled experimental paradigm for studying social cognition and behavior using monkeys.
Previous studies in humans and nonhuman primates have suggested that the expression of social cognitive
function is mediated by global networks in the central nervous system. However, the functional architecture and
mechanisms of action of each neuronal network have been poorly understood. To address this issue, the research
team has developed a novel electrophysiological platform in which neuronal activities in multiple brain regions –
i.e., cerebral cortices in the mentalizing system and subcortical structures critical for reward processing – is
simultaneously recorded while two monkeys facing each other process each other’s reward information. To further
facilitate research into social brain function, the team has also developed a novel, experimental procedure using a
video editing system whereby the behavior of ‘others’ is flexibly controlled in accordance with experimental
purposes.
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