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研究成果の概要（和文）： 

乳児の泣き声が母親の母乳分泌に如何なる影響を及ぼすかを泣き声の成分解析と胸部血流を測
定することで調べた。その結果、乳児の泣き声には非可聴領域（超音波）の成分がふんだんに
含まれていた。そして、可聴領域と非可聴領域の成分が同時に母親に曝されることによって、
胸部血流量は特異的に上昇した。一方で、未経産女性に対しては非可聴成分の有無によって、
胸部血流の変動は見られなかった。したがって、ヒト母親では出産によって、泣き声に対する
感受性が増強され、それによって、意識下における乳児から母親への情報伝達が引き起こされ
る可能性が示唆された。 

 

研究成果の概要（英文）： 

In this study, we used noninvasive physiological measurement of blood flow responses to 

provide evidence that infant crying sounds containing high-frequency components (HFCs) 

above the audible range significantly affect the breast blood flow of lactating mothers. None 

of the subjects recognized the HFC as sound when it was presented alone. Nevertheless, 

the values of oxy-hemoglobin concentration using NIRS (near-infrared stereoscopy) 

recorded from the both breasts significantly increased when the subjects were exposed to 

full-range sound compared with an otherwise identical sound from which the HFC was 

removed. Physiological evaluation indicates that the subjects felt the infant crying sounds 

containing an HFC below the level of consciousness. It might be important for normal 

biological communication between mother and child during the period when lactation is 

establishing. 
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１．研究開始当初の背景 

 

乳児期の母子コミュニケーションは、子ども
のコミュニケーション能力のその後の発達
に重要である。しかし、言語を獲得していな
い乳児にとって、音声コミュニケーション手
段は‘泣く’ ことしかないので、種々の欲
求を、泣き方を変えることで母親に伝えてい
る可能性が高い。事実、我々は、母親が、泣
き声を聞くだけで、乳児が甘えているのか、
怒っているのか、空腹なのかを識別できるこ
とを示し(Matsunaga et al., 2006)、情報工学
的技術を用い自動識別装置を作成した（特願
2006-060370）。また、最近では軽度の痛み刺
激や母親分離によって誘発される乳児の泣
き声を母親に聞かせることで、右の前頭前野
が 賦 活 化 す る こ と が 報 告 さ れ て い る
（Lorberbaum et al., 1999）。さらに、乳児
の泣き声を母親に聞かせると、乳児が乳頭を
吸啜（suckling）しなくとも、 オキシトシン
血中濃度が上昇し、乳汁の分泌が起こること
も報告されている（Mcneilly et al., 1983）。 

一方、ラットやマウスの新生仔を母から分離
すると、67kHz 付近にピークを持つ非可聴領
域の音声を発し（ultrasonic vocalization）、
それが母の新生仔への接近行動をもたらす
ことが知られている(Haack, 1983)。最近、そ
の超音波に対して蝸牛神経核が反応するこ
とが報告された（Du et al., 2007）。ヒトでも、
非可聴領域の信号を骨伝導によって曝露す
ると、正常者はもとより重度聴覚障害者も知
覚することができ(Lenhardt et al., 1991)、聴
覚野が腑活化されることが報告され（Hosoi 

et al., 1998）、20kHz を超える非可聴領域の
信号に対しても脳が情報処理を行っている
可能性が示唆されている。さらに、気導音の
場合でも、可聴領域の音声だけを呈示した場
合と非可聴領域を含む音声を提示した場合
では脳の活動性が異なることが報告されて
おり、Hypersonic Effect と呼ばれている
(Yagi et al., 2003; Oohashi et al., 

2006,2008)。しかし、ヒトが非可聴領域を含
む音声をどのような時に発し、それがどのよ
うな生理学的意味を持つのかはこれまで明
らかにされていない。 

 

２．研究の目的 

 

本研究の目的は可聴領域、非可聴領域の信号
をふんだんに含んだ乳児の泣き声が母親の
母乳分泌にいかなる影響を及ぼすかを、行動
学的・内分泌学的手法により調べ、さらにそ
の脳内メカニズムを非侵襲的に計測・解析す
ることで、母性に影響を及ぼす音響成分を明
らかにすることである。そして、母性をはぐ
くむ環境を創出し、臨床における母乳育児支
援に役立てる方法を提案する。 

 

３．研究の方法 

 

本研究は、長崎大学医学系倫理委員会の承認
を受け、被験者には書面による説明と書面に
よる同意を得た上で、以下の方法論を用いた
研究を行い、未産婦と母親の比較を行った。 
 
（１） 泣き声の収録 
（２） 非可聴成分音声の識別 
（３） 胸部血流計測（oxyHB の変化を指標） 
（４） 血中オキシトシン測定（午前 11：00

～午後 2:00） 
 
（１） 泣き声の収録 
対象とする乳児は母親が泣き声を識別でき
る程度の養育期間があり、かつ乳児が喃語し
か表出できない月齢である６ヶ月～１２ヶ
月とした。泣き声の収録は、授乳後 2時間を
経過した母親と乳児に超音波防音室（研究室
の現有設備）で 1時間過ごした後、その間に
発した泣き声を超音波記録装置（現有：
MK-1500；室町機械）で可聴帯域から非可聴
帯域まで録音することによって行った。 
 
（２） 非可聴成分音声の識別 
乳児の発する泣き声を二種類の周波数帯域
（１．可聴領域＋非可聴領域、２．可聴領域
のみ）に分け、それらを母親および未経産婦
に対して呈示した。呈示方法は識別課題とし、
2 回呈示された同一の泣き声音声が同じに聞
こえたか否かで、非可聴成分に対する認知の
有無を調べた。 
 
（３） 胸部血流計測 
乳児の発する泣き声を三種類の周波数帯域
（１．可聴領域＋非可聴領域、２．可聴領域
のみ、３．非可聴領域のみ）に分け、各帯域
における泣き声を三分間呈示し、その間の胸
部血流の計測を 2チャンネル NIRS（NIRO-200、
浜松ホトニクス）を用いて実施した（図１）。
なお、比較としてウィンドチャイムに対する
胸部血流の計測も同一手法にて実施した。課
題実施中は、覚醒状態を安定させるため、ス
ピーカーより音声が聞こえている際は手元
のキーパッドのボタンを押すことを要求し
た。 

図１ 
 



 

 

（４）血中オキシトシン測定 
泣き声の聴取によって、乳汁分泌に関わるホ
ルモンであるオキシトシンが上昇するか否
かを（３）の課題遂行時に採血を実施するこ
とで調べた。 
 
４．研究成果 
 
（１） 泣き声の収録・解析 
空腹時の乳児の泣き声の収録を実施し解析
した。その結果、乳児の泣き声には 20kHz を
超える非可聴領域の信号がふんだんに含ま
れていることを確認した。また、比較対象に
成人女性の叫び声を収録したが、明らかな非
可聴領域の成分は認められなかった（図２）。 
 

図２ 
 
（２） 非可聴成分音声の識別 
母親の非可聴領域の音響成分に対する聴覚
的感受性を識別課題により調べた結果、識別
率はチャンスレベルの５０％付近であった。
未経産婦に対しても同様の課題を実施した
が、同様の結果を得た（図３）。したがって、
母親は非可聴成分に関して意識上で認識す
る能力は有していないことがわかった。 

図３ 
 

（３） 胸部血流計測 
周波数帯域の異なる泣き声音声による胸部
血流量の変動を比較した結果、母親は可聴成

分と非可聴成分の両方を含む泣き声を提示
されることによって、胸部血流量が強く上昇
することがわかった。一方、未経産婦に関し
てはいずれの音響成分を含む泣き声を呈示
しても強い血流の上昇は見られなかった（図
４）。さらに、泣き声自体の認知が乳汁分泌
に関与している可能性を調べるため、新たに
泣き声をスクランブル化（同じ周波数成分を
含むが泣き声とは聞き取れない音声）した音
声を用いて、その音声を呈示中の胸部血流の
計測を実施した。その結果、スクランブル音
の呈示では胸部血流の上昇は見られなかっ
た。以上の結果より、母親は乳児の泣き声を
意識上で認知すると同時に非可聴成分を意
識下で受容し、それが引き金となって乳汁分
泌に必要十分な胸部血流の上昇が引き起こ
されることがわかった。 
 

（FRS：可聴＋非可聴成分、LFC：可聴成分、HFC：非可聴成分） 

図４ 
 

（４） 血中オキシトシン濃度測定 
胸部血流の上昇に血中オキシトシン濃度が
関わっているか否かを調べるため、採血を実
施した。しかしながら、本測定手法では胸部
血流とオキシトシンの基礎分泌濃度に有意
な相関関係は見られなかった。精度の高い検
出手法として、尿中オキシトシンの計測につ
いても検討が必要であることが考えられた。 
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