
特 集

KEYWORDS 

-親子関係

母子閣相互作用

-愛着行動

・輸送反応

.養育行動

家族関係の行動神経基盤

親に対する子の愛着のー

脳神経基盤

黒田公美* 吉田さちねホ Gianluca Esposito * 

SUMMARY 

母親が母乳で子を育てる養育(子育て)は晴乳類に共通する特徴である.

効率よく養育を受けるため，子どもの側も親を覚え，後を追い，シグナル

を送るなど.の愛着行動を積極的に行っている.親の養育が不適切な場合で

も通常子は親を拒否せず，親をなだめ， しがみつき，なんとか良い関係を

取り戻そうと努力することが多い.このような，母子関係の維持に貢献す

る子からの行動はあまり研究されておらず その脳内基盤については未知

の部分が多い.本稿では，まず晴乳類の親子関係全体を概観した後，子が

貢献するさまざまな行動 Filialbehaviorの研究の歴史をまとめ，最後に親

に運ばれるときに子が示す協調的反応(輸送反応)について最近の研究成

果をご紹介する.

11m乳類の子は幼弱に生まれるため. I粉乳をはじめとし

て身体をきれいに保つ，保温する，外敵から守るといっ

たさまざまな親からの謎育を受けなければ向性乳則まで成

長することができない. これらの「子の生存の可能性を

高めるような親の行動」は "養育行動"と総称される

一方，子の側も受動的に世話を されるだけの存在ではな

く.殺を覚え，後を追い，シグナルを送るなどの "愛着

行動"を積極的に行って親との緋を維持している.親の

養育が不適切な場合でも通常子から親を拒否する ことは

なく.親をなだめ.しがみつき，なんとか良い|刻係を取

り戻そうと努力することが多い.社会や自然界でごく当

たり前に営まれている親子関係は.実はこのように親子

双方の日々の努力によって支えられているのである.

母子関係はすべてのIIf1j乳類の存続に必須であることか

ら.子の愛着 ・親の養育本能をつかさどる脳内メカニズ

ムも基本的な部分は進化的に保存されていると考えられ

る. したがってモデル動物を用いた愛着 ・養育行動研究

が将来的にヒ トの親子関係とその問題の解明に役立つと

則待できる.

1.親圭関係の4要素

親子関係は親と子双方の積極的関与によって成立する

ダイナ ミック な相互作用である.例として授乳行動にか

かわる親と子の行動 ・反応の連鎖を図lに示す.授手しと

いう. I崎乳類に普遍的でごく自然に行われている行動で

あっても.細かく 調べてみると複雑な行動とそれに対す

る反応の連鎖から成り立っている そのどのステップが

障害されても，全体として授乳がうまくいかないことが
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図 1.授乳のための親子の行動連鎖
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図 2.親子関係の4要素

起こりうるため.何が原因であるのかをつきとめること

はそれほど容易でない.

このように一見非常に複雑な親子関係の制御機構を笑

験科学的にゆ]らかにするには.いきなり親子双方を同時

に観察するのではなく，まず個々の要素をできるかぎり

紺|分化 して研究する還元主義的なアプローチが有効であ

る.個々の要素がよくわかつてはじめて.それらがどの

ように相手に影響を与え，反応を引き出すのかという相

互作用の部分を探求するのも容易になるであろう.

このような実験的アプローチを念頭に親子関係の諸要

素を主要な 4群に分類するスキームを図 2に示す1) そ

の4要素とは. (i)親の子に関連する行動， (ii)親の

行動から子が受ける影響. (iu)子の親に対する行動，

(iv)子の行動から親が受ける影響.である.

この図式は母子関係を念頭につくられているが. I親j

を母親だけでなく「主要な養育者 Primarycaregiver J 

に読み替えることによって.父親やそのほかの養育者一

般に拡張することができる.また子宮内環境と F巴tal

programmingなどを加えることによって生後の子ども

だけではなく胎児と母親との関係に拡張にすることも可
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能である1)が本稿では割愛する.

この 4分類は便宜的なものであり，一つの生物学的現

象や行動をこの 4群のどれかだけに排他的に帰属させよ

うとするものではない柱。-この分類の目的はむしろ，

ある実験が親子関係のどの要素を明らかにしようとして

いるかを明確にする点にある.例として.子の泣き声を

聞かせた際の親の反応を fMRIで検討する笑験であれ

ば.従属変数として調べられるのは親の各脳部位の血流

動態であるため， (iv) I子の行動から親が受ける影響J

に分類される.子どもの泣き声は刺激として用いられる

だけで.子どもの脳は研究されていないので，このス

キームでは (iu)には分類されない.

また，母親からの養育を阻害し，その子が大きくなっ

てからの養育行動への影響を調べる実験は，親からの養

育が独立変数，その子の養育行動が従属変数となり，

( i )ではなく (ii) I親の行動から子が受ける影響」に

分類される.

このような分類を行うと，親子関係のどういった側面

がどの程度研究され，どの程度まですでに明らかにされ

ているのか，またどの要素が研究・解明されないまま

残っているのかもわかりやすくなる ( ii) I親の行動か

ら子が受ける影響」の中でも 特に養育の不足が子ども

の発達に与える長期影響が. これらの 4要素の中で最も

古くから研究され，知見が蓄積 している (概略は文献

2) ，また本特集号の友田先生の項参照).親子関係の科

学的な研究は，第二次世界大戦前後の，適切な養育環境

の剥奪の発達に与える影響を調べることから始まってい

るからである.

次に.子どもの脳内における子の行動を制御するメカ

ニズムの解明が，親の行動のメカニズム解明にくらべ大

きく遅れていることも特記すべきである.子どもの脳を

調べることは，ヒトの fMRIなどのニューロイメージン

グの手法で困難なことはもちろん.実験動物においても

成体における研究よりもはるかに難しい.子どもで観測

できる行動のレパートリーは限られているし 外科的・

薬理学的な機能阻害実験も.子供の脳が小さく.また発

達も早いために時間・空間的な制約がある.この点は遺

伝子改変マウスの利用などで克月比できるのであるが， ま

だこの利点を十分に活用した研究はそれほど多くないの

が現状である悶.

親が行う子育てにかかわる行動は親(性)行動 Pa-

rental behaviorまたは養育行動 Nurturingor Caregiv-

ing behaviorとよばれる.この中には，授乳や子運び，

子を消i認にするなど直接子を育てる行動と，巣作り行動

や巣に近づく侵入者に対する攻修行動など，直接子には

向かわない行動とに分類できる さらに子別れ (季節繁

殖性のキツネやニホンカモシカなどにみられる，母親が

大きくなった子をテリトリーから追い出す行動)や， 一

腹の子の中で弱い子を排除する行動なども，親として正

常であり包括適応度 Inclusivefitnessに貢献する適応行

動であるため，広義の親行動に含められるべきである.

本稿では紙数の都合上，親行動に関する詳細は割愛す

る. 11市乳類親行動一般とその神経機構については他

書7)-11) マウスの親行動とその行動実験についての日本

語文献は 12)13)を参照されたい.

3.子とし之の行動 (Filialbeba羽or)

一般に「子の行動 InfantBehavior Jといえば歩行や

摂食，探索行動などを含む子の行動すべてを指すが，そ

の中でも親とのかかわりにおいて重要な行動や反応，特

に子が親を覚え，慕って親子関係を維持しようとする行

動は愛着行動 Attachmentと総称されることが多い.こ

の語を導入した英国の精神科医Bowlbyl4)は，人間の親

子|刻係を主眼に比較行動学的視点も取り入れながら，愛

着行動として当初 5つの要紫(吸う Sucking，しがみつ

くClinging，後を追う Following，泣く Crying. ほほ

えむ Smiling)をあげた.後の主著書の15)では，Bowlby 

は愛着 AttachmentをToseek proximity to and contact 

位 1)たとえば図 lの例では母親が子どもを抱き上げる行動は母親の行動 (i)であるが.同時に子どもが泣いて母親

をよぶ行動に誘発された反応 (iv)であるともとらえることができる

日.l:2)遺伝子改変マウスを月1いた先駆的な研究としては文献3)4)その他の手法では文献 5)6)などが丞裂である 本特

集号の本IUJ先生.椛先生のJfiも参照のこと
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with a specific (maternal) figure制(第二版 19章，括

弧内は筆者)と定義し， 13章で愛着行動を 2つに分類

している.

① 信号行動 Signalingbehavior--泣く Crying，微笑

Smiling， 11南語Bubbling，両腕を上げる姿勢 (抱いて

ほしいというジェスチャー)な ど

② 接近行動 Approachbehavior--捜し求める Seeking，

後を追う Following，しがみつき Clinging，乳首を

(栄養摂取以外の目的でで、)I吸吸うこと Non-nutritional

sucki凶ng柱如4へ1
ここでで、普通の吸乳 Suck山i打ingが愛着行動から除外され

たのは I肢乳行動 Sucklingbehaviorは摂食行動の一種

であり Proximityseekingという愛着の定義に合わない

という不都合のためであろう.

その後の Attachment研究は主として心理学の枠組で

行われる こと が多かった特に“TheStrange Situa-

tion" とよばれる幼児の行動観察技法が Ainsworthに

よって考案されると 16) あたかも愛着 Attachmentとは

Strange situation testによ って測定されるものであるか

のようにとらえられるようになり，元来 Bowlbyが想定

していた生物学的な1l!11面はあまり言及されなくなった.

自然な流れとして，最近の愛着に関する文献においては

愛着行動には Suckingが含まれないことが多いように

思われる駐日.

本稿では神経生物学的な立場から， ヒトばかりでなく

晴乳類全体に共通する，親子関係の維持のために親子が

行う行動全体を取り扱う このような場合，親側の行動

群 Parentalbehaviorが晴乳類にとって最も重要な授乳

特集・家族関係の行動事l'経基盤

行動を第一に掲げているのに対し，子側のルーテイング

やl庇績といった吸乳 Suckling削 に必要な行動を含む行

動若手に特定の名前がないのは非常に不便である.かと

いって Bowlbyが当初試みたように， Attachment be-

haviorに吸乳を含めることは，すでに Proximityseek-

ingという Attachmentの定義が定着しているため困難

である.

そこで本稿では，親行動 ParentalBehaviorに対置さ

れる新たな用語として， r子(としての)行動JFilial 

behaviorという用語を提案したい そしてこの中に At-

tachment behavior，すなわち選択的記憶 ・追従，コ

ミュニケーションなどを含める ことにする.Filial be-

haviorにはそれ以外にも吸乳や，本稿で新しく Attach-

ment behaviorのーっとして提案する輸送反応 (後述)

などが含まれる.さらに広義には，親との関係において

子にみられる行動，たとえば分離一個体化(親離れ)の

プロセス l8)や反抗な ど，Proximity seekingとは逆にむ

しろ親から離れていく行動をも含める ことができ便利で、

ある位7)

乳幼児を抱っこやおんぶして歩くと，座って抱いてい

る場合にくらべて泣き止み11民りやすいことは，特に日本

を含めアジア諸国においては経験的によく 知られてお

り，子守の方法としてもよく利用されている. しかし驚

くべきことに，この「抱っこして歩く こと」が乳幼児の

行動や生理に与える影響については，これまで神経科学

的に研究されておらず，心理学的な手法を用いたいくつ

設3)この後には- and to do so in certain situations. notably when he is frightened. tired 01' ill叶と続く すなわち上

機嫌の子どもが遊んでもらいたくて母親に近づくのは愛治行動ではない.愛新行動は Safetyreglllating system 
からの行動であって.不安を和らげ安全であるという感覚を士自大させるための行動である と述べている(19草).

1114)子ザルは移動l時 手足でしがみつくばかりでなく乳首をくわえているという説明を Bowlbyはしているが，この

節は歯切れが怒いように思われる おそらく BowlbyはSucklingを愛着行動から除外したくなかったのではな

いだろうか

註 5)たとえば文献 17)はAttachmentbehaviorを次の 3つに分類している Signaling behavior : vocalizing. smil-
ing : Aversive behavior : crying. screaming: Active behaviors: approaching. following.ここにはすでに

SlIckingが含まれていない

fti 6) BowlbyはSuckingという用語を用いていたが ここでは Blassらの用例に習いSlIcklingとする.Suckingが口

腔内を|怠圧にして吸引する行動を指すのに対し SlIcklingは乳首をくるんでしごくようにはたらく舌の上下運動

を指し，実際のl汲乳行動に Suckingよりも革袈な役割があると考えられる。

1li 7)このように‘親行動にも子行動にも.現在の親子関係を終わらせるための行動が含まれる 進化生物学的視点で

は親子とも自らの包指適応l支を最大にするように行動するのであり 19l 親子関係の愛着.事l'といった側面だけで

はなく目親子!iJIの利害の対立 Parent-offspringconflictという側面も非常に重要である捌 (本特集の沓掛先生の

墳を参m~されたい)
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かの研究ではむしろ抱っこすることが子の泣くi注に相関

しないという報告が多かった21)

われわれは最近.生後6ヵ月以内のヒト乳児とその母

親 12組の協力を得て.母親に乳児を腕に抱いた状態で

約 30秒ごとに「座る・立って歩く」をくり返してもら

い (図3a).このときの乳児の行動を映像で. 生理的反

応、を心屯図で記録した22) その結果.母親が歩いている

ときは座っているときにくらべて.乳児の自発運動の量

が約 5分の 1(図 3b).泣く量が約 10分の 1(図 3c)

に低下し心拍数も母親が歩き始めて 3秒程度で顕著に

低下した (図 3d).心拍の変化は，乳児がま ったく 泣い

ていなかった場合にも認められたが.乳児がこのタスク

のあいだ眠っていた場合にはみられなかった (図 3e). 

さらに心拍変動解析から，歩いているときには乳児の副

交感神経活動の指標である.連続した心拍間隔の差の二

乗平均平方棋 (rMSSD)が有意に増大した(図 3m).

これらの結県から.母親が党醒中の乳児を抱きながら歩

くと乳児が行動レベルでおとなしくなるにとどまら

ず.生理的なレベルでもリラ ックスすると考えられた.

一方.ネコ.ライオン，ガラゴなどさまざまな附乳類

で. 親が仔を口にくわえて運ぶことが知られている制

その際.仔はただちにおとなしくなり，体を丸めて運ば

れる.BrewsterとLeonは1980年にこの反応をラ ット

で調べ 「輸送反応 TransportResponseJと名付けた

そしてラ ットの仔を麻酔して輸送反応を阻害すると..1牙

ラットが仔を運ぶのにかかる時聞が長くなることから.

輸送反応が実際に運びやすさに貢献していることを示し

た しかし仔がおとなしくなることを定量的に示した研

究はなく.上述のヒトが抱っ こして歩くと泣きやむ現象

との関係も不明であった.

そこで母親がマウスの仔を運ぶ動作に似せて. 実験的

に離乳前の仔マウスの首の後ろの皮膚をつまみあげると

(図3f).ヒトと同様に 自発運動 (図 3g)や心拍数が低

~ . 

下 (図 3i)し.rMSSDは上昇した (図 3n)22).高IJ交感

神経遮断薬アトロビンを投与すると.心拍変化はほぼ消

失 した (図 30)が.不動時間は影轡を受けなかった

(図3p)ことから，心拍数低下は副交感神経の活性化に

よるが，不動反応は異なるメカニズムによることが明ら

かになった.また，仔マウスには超音波で母親をよぶ習

性があるが.この超音波発声もマウスをつまみあげた場

合には.つまんだだけでもち上げなかった場合にくらべ

て.平均で約 8%に低下した (図 3h).これらから.母

親が子を運ぶときにおとなしくなる輸送反応酬は.マウス

とヒ トとで進化的に保存されている可能性が考えられた

この輸送反応に関与する分子や脳部位を明らかにする

ため，さまざまな脳の機能障害をもっ逃伝子改変マウス

の仔の輸送反応を調べたところ，小)J出に異常のあるリー

ラーとセレペレスの 2種類の変異系統において.輸送反

応中の姿勢制御に異常が認められた (図4上，中段)

小脳皮質の外科的破壊によっても類似の姿勢制御異常が

起こった (図4下段)• 

次に. 1)ドカイン局注により母親にくわえられている

首後ろの皮膚の触覚を阻害したり (図3j).ピリドキシ

ン投与により固有感覚 (筋や関節の知党で姿勢や四肢の

運動)を阻害 (図 3k)したと ころ.そのどちらの場合

も仔マウスの不動時聞が短縮した.これらから，不動反

応にはマウスの場合首後ろの皮府の触党 (母親に似たつ

まみ方の感覚)と，空中を運ばれていることから生じる

岡有感覚の両方が必要である また.不動反応を阻害す

ることにより， じっとしていない仔を母親が運ぶには.

おとなしい仔にくらべて多くの時間が必要とした(図31)

これらの結果から.仔が運ばれやすい格好でおとなし

くするのは自分を運んでくれる母マウスに協力するため

であると考えられた.なぜなら.もし運ばれているとき

に暴れて大きな鳴き声を出すと.危険が迫っていて母マ

ウスが仔を助けようとする場合にはその行動を妨害する

注 8)すべての町Ii乳類の殺が子を運ぶわけではない.15やシカ. '1工などでは仔は!.Eま れて数時JllJで自分で~といて貌に

従っていくことができることが多い. このような仔をPrecociousという .一方 Altricialとよばれる.仔が米熱

にLI'.まれる純 (食肉目 Carnivoraに多い)では. 新生仔は速動能)Jや税j'i;などが未発達のため自ら移動すること

ができず.税は巣をつくって仔をそこに残して採餌するが.品Lの移動などの場合には口にくわえたり腕に抱いた

りして述ぷ.ヒト以外の鎚長類 Primatesには子が自ら移動はでき ないが.自 らのカで親にしがみついて巡んで

もらう狐が多く よ記2Ht類の中!日!といえる却

院 9) 輸送反応 と いう JT1 ~ltは上述のようにもともと輸送時に仔がとる姿勢制御反応のこ とであるが.ここではおとな し

くなる反応もあわせた総称として用いる (引説，，，;1:Yoshida el al.投稿rl').
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特集・家族関係の行動神経基縫

ヒ卜とマウスの輸送反応の構成要素と神経機構

a 母親による子の Holding(抱っこして座

ふ以下背)と'Carrying(抱っこして歩

く，以下赤)J1)行動タスク.

b-d 上記タスクで Holdingから Carryingに

移行した|祭の，生後 6ヵ月以内の乳児の自

発的体動 I時泣の有無，心拍間隔の時間変

化 (N=12). X判lは，Holdingから Car.

ryingに移行したときの心拍を O回目とし

たときの心拍の回数であり， -50から 50

回目までのあいだについて， 上記3項目の

乳児の指標を解析している.X jlqhは時間そ

のものではないが.平均心拍IMll痛から計算

したおよその時間を表内に記載しているー

e : HoldingとCarryingの期間を通じてまっ

たく l時i立がなかった場合 (N=22)およ

び¥期間を通じて乳児が寝ていた場合

(N=7)の心拍間隔の変化.

f :実験者の指による，仔マウスの Holding

(つまんだだけ)と Canying(つまんでも

ち上げる)の行動タスク

g:母親に述ばれた場合の仔マウスの不動反応

(緑線，N=30/age.母による仔運びはl時

間が一定でないため，全体のうち仔マウス

が不動であった%として表現しである)お

よび，実験者の指によって 15秒間もち上

げられたうちの仔マウスの不動時間 (秒)

(黒線， N二三18/age). 
h 生後 7日日の仔マウスが何もされなかった

場合 (U)，つまんだだけ (H)，つまんで

もち上げられた場合 (C)の超音波発声の

回数110秒 (各N=18)， 

j : HoldingとCarryingの-50-50回目まで

の期間の生後 10日目の仔マウスの心拍間

隔の時間変化 (N=20)

j 生後 10日目の仔マウスの首の後ろの皮膚

をリドカイン (0，5， 10 mg/kg)で局所

麻酔してから摘み上げた場合の不動時間

(Nミ12). 

k :生後 10-12日目にピリドキシン (Pd)

(対照は生理食塩水， S)を投与し固有感覚

障害を誘発した仔マウスの不動時JUJ (N= 

16) 

1 : kの仔マウスをカップから救出するのに母

親マウスが要した時間 (Nミ14)

m : Holding (背)とCarrying(赤)の期間の

ヒ卜乳児の心拍変動 rMSSD，
n アトロピン (A)または生迎食塩水 (S)

を前投与した，HoldingとCa1η ingの期

間の生後 10日目の仔マウスの心拍変動

rMSSD. 
o-p:注射前 (P)，アトロピン (A)，生理食

温水 (S)，メトプロロール (M)を前投与

した生後 10日目の仔マウスの心拍間隔の

変化 (0)と不動l時間 (p)，'p<0，05， 日 p

<0，01， "'p<O.OOl.数値はすべて平均

土標準誤差.

(Esposito G et al， 201322
)より改変引用)
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図 4.小脳皮質異常モデルマウスの輸送反応中の姿勢

市IJ御

上段句リーラ一変異(rl)• 中段.セレベレス変

異 (cbll).下段，小脳皮質を外科的破壊した

仔マウス (Asp) 矢印は対照 (Sham. 左側)

とくらべて姿勢異常がみられた部位を指す.

(Esposito G et al， 2013221
より引用)

ことになか結果的に仔自身の生存が危なくなるからで

ある.

マウスとヒトでは母親の運び方は大きく異なるが，い

ずれの場合もその種特有の「母親らしい」さわり方.抱

き方の触覚と，自らの体がもち上げ‘られ運ばれている固

有感覚が同時に生じることによって.視覚などによる状

況判断がまだ確実にできない子においては反射的に輸送

-. 

反応が起こることは適応的なのであろう.一方でほとん

ど母親がしないような運び方 (たとえばマウスの場合，

尾の先をつまんでもち上げたJ) 仔マウスの乗っている

台ごともち上げる，あるいは痛みを伴うような強いつか

み方など)で輸送反応が起こりにくいことは，外敵など

に捕まえられた場合と母親による輸送を区別するうえで

重要であると考えられる目

ここで示したように，これまで経験的に行われていた

育児の技法とそれに対する乳児の反応について，よ り科

学的にアプローチすることは十分可能で、ある.子どもの

リラックス状態が定量化され養育者にリアルタイムで可

視化されれば，育児の効率に対する養育者の自信や意欲

を高めたり，バイオフィードパック学習を行ったりする

ことができるであろう.乳幼児の執効な泣き声は養育者

のストレスとなか不適切養育のリスク要因でもある却

ことから.育児の技法をより科学的に評価することは臨

床的にも重要であると考えられる.

また，周産期脳障害や脳機能発達障害をもっ子どもに

おいて，親に抱かれる際の反応に特徴がある可能性があ

る 自閉性障害は Kannerによる最初の記jl員25)から，乳

児期の抱かれようとする姿勢が定型発達児と異なってお

り「まるで小麦粉の袋を抱いているようJと表現されて

いる.1lIO) また自閉性|位害の中間表現型として身体感覚

の統合26)や小脳機能の関与2i)が示唆されており ，本研究

での触党 ・固有感党および、小脳皮質障害における輸送反

応の異常とよく符合している

余談であるが，この研究に関して最もよく受ける質問

は， i母親でなければ子がおとなしくならないのか?J 

というものである.マウスの場合，実験者が母親を模し

て指でつまんでも輸送反応が起こることから.母親に限

らないことは明らかである.実際マウスでは，父親や若

いメスなどもよく仔を運び世話をする.ヒトにおいて

も.例数は少ないが父親や祖国ーや育児経験のある他人で

も問機の笑験を行ったところ，少なくとも生後3ヵ月齢

くらいまでであれば，普段から育児に'間れている人なら

誰でも輸送反応を引き起こすことができるという予備的

な結果を得ていることを付記しておく 註11)

注 10)診断が確定するのが2歳以降のためまだ実験的な隙杭が得られていないのが現状である
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おわりに

11甫乳類にとって親子関係は最も重要な社会関係で、あ

る.この親子関係を維持し促進するため，子は受動的に

養育を受けるだけではなくさまざまな愛着行動を積極的

に行うことによ って親に協力 していると考えられる 上

述の輸送反応は，最も原始的な愛着行動の 1つとして，

ネコやネズミ ，ヒトなどのさまざまな哨乳類で保存され

ていると推論できる.これは，親子関係が一方的なもの

ではなく，双方の協力によって成り立つ相互作用である

ことを示すものでもある.

今回の例のようにモデル動物を用いて，特定の行動に

必要な神経メカニズムを明らかにすることができれば.

今後，一部の脳機能障害などの理由で適切な愛着行動が

うまく起こらない場合に， どのような神経回路の問題が

考えられるのかについて手がかりが得られる.将来的に

は人間の親子関係とその困難を理解し支援するために役

立つ可能性もある.その意味でも，動物モデルを用いた

親子関係のや11経機構研究という新しい分野に.今後多く

の若い研究者が参入してくることを期待したい.
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