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おなかの赤ちゃんは聴いている

• 胎児は見ている！？

• 胎教

• 胎児は聴いている！？ 胎児には聞こえている

• 妊婦さんの心理と愛着形成と語りかけ 話しかけは愛着を表現

• 愛着の脳科学 前頭前野が重要

• 読み聞かせの脳科学 受け手のこころと語り手の前頭前野を活性化

• 前頭前野機能を低下させないために 寝不足に注意

• 妊婦さんやお母さんに気をつけていただきたいこと 日中の受光と夜の闇
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胎教＝Prenatal education???
https://eikaiwa.dmm.com/uknow/questions/39405/

• prenatal education はアメリカの胎教グッズの説明に使われている用語ですが、
一般的には「産前の妊婦に対する教育」の意味として使われる方が多い言葉。

• "In Japan, people believe that a fetus in the womb is able to feel and listen to 
music, voice and other sounds, thus "prenatal education" is a popular practice, 
such as reading or talking to the fetus, playing music to the fetus etc."

• 「日本では、子宮の中の胎児は音楽や声、その他の音などを聞いたり感じたり
出来ると信じられています。その為、お腹の中の胎児に読み聞かせをしたり話
しかけたり音楽を聞かせたりする『胎教』という教育法に人気があります。」



胎教とは
中江和恵 胎教の歴史的検討（教育学研究 50巻4号 1983）から

• 『胎児は見ている』（T・バーニー著1982年祥伝社刊）でも本文中には胎教と
いう語は使用されていない。訳者である小児科学者小林登は、訳者まえが
きにおいて「本書が,出生前心理学(prenatal psychology)の必要性を述べて
いる点はきわめて重要です。これは、妊娠中の母親の心、胎児の心、その
相互作用を研究する心理学です。現在の胎児医学はそれを可能にしつつあ
ります。こうした新しい医学の流れは、これからの育児学、さらに、いわゆる
『胎教』(胎児育児学とでも呼べましょうか)の学問的な基盤となることでしよ
う」と書いている。

• ところで訳者が、「いわゆる『胎教』」と表現したことに着目したい。これは、専
門家ではない一般の人々の間で、通俗的に使われている言葉でいうならば
「胎教」であるという程の意味であろう。すなわち、「胎教」という語は、現在
（1983年当時）では、医学的見地からは使用されておらず、一般の人々の間
では、はっきりした概念規定がされぬままに使用されているのである。
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胎児の聴力視力についての方法論は未だ要
検討（Dunn ら、2015、Develop Cogn Neurosci）。

おなかの赤ちゃんの聴力
胎児への音振動刺激の反応を胎動で評価し、28週から聴力あり （Das ら、2019）
胎内での母の声の認識は33-34週には存在（Jardri ら 2012） 。
fMRIでの胎児脳の活性化（左側頭葉）を母の声、他の女性の声、純音で検討。

ママの声は
わかってる？ 青の部分で

母の声に
なじみのない声
よりもよく反応。

緑の部分で
声に純音よりも
よく反応。



活動が高い 赤＞黄＞青 活動が低い

（胎内で聞いていた）母国語に最も強く反応する。

→ おなかの赤ちゃんは聞いてはいる。聴いているかは？



胎内では聞いていないホワイトノイズ、ピンクノイズ、ブラウン
ノイズにも沈静効果

→ 聴性行動反応での沈静化であろう。

おなかの赤ちゃんの胎内音の記憶
胎内音（低音が主）で新生児が沈静化（室岡ら、1979）
→ 胎内音記憶による心地よさ！？ それとも 聴性行動反応（音への驚愕や音源探索）！？

藤ら 音刺激が新生児に及ぼす鎮静効果 2013
胎内では聞いていないさまざまなノイズの鎮静効果を検討

ノイズの種類；ホワイトノイズ（すべての周波数帯域で一定のパワースペクトラム密度）
ピンクノイズ（周波数に反比例したパワースペクトラム密度 周波数2倍でパワースペクトラム密度が3dB小）
ブラウンノイズ（周波数の２乗に反比例したパワースペクトラム密度 周波数2倍でパワースペクトラム密度が6dB小）

低周波数帯域成分の強度 ホワイトノイズ＜ピンクノイズ＜ブラウンノイズ

胎内音記憶による心地よさによる鎮静化、
が否定されたわけではないが・・・・・・・・・・・・
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おなかの赤ちゃんに対する母（妊婦さん）の心理面の変化

• Deutsch (1945),  Tanner (1969); 初期には自己陶酔的愛であったものが、次第に自分
とは別個との存在として認識し、別の人格として尊重していく。

• Rubin (1975); 母親になるための達成すべき4課題を提案、そのなかに「胎児との結
びつきを形成すること」を挙げている。

• Cranley (1981)が妊婦の胎児に対する愛着を「妊婦が胎児に対して結びつきを作り、
相互に作用し合うことを表すような行動を広く示す概念（成田＆前原1993）」と定義
し、これを評価する24項目のスケール（母親胎児愛着尺度）を考案。

• １．私はおなかの赤ちゃんに話しかけます。

（いつもそう だいたいそう ときどきそう たまにそう一度もない）

• ２．私は妊娠に伴い生じるわずらわしさや面倒くささも、すべて価値のあることだと思う。

• ３．私は赤ちゃんが中でおなかのなかで動くのを見たり感じたりするのが楽しい。

• ４．私は自分が赤ちゃんに授乳している姿を思い浮かべる。

• ５．私は赤ちゃんがどんなか見るのが楽しみ。・・・・・・・・・

赤ちゃんへの話しかけは愛着を反映



愛着形成をＰＰＢＳという14項目の質問票で評価。
愛着（32週）の度合いと、生後6週の泣きを「過剰」と感ずる割合を検討。
（Kommers ら 2017 J Reprod Infant Psychol）

縦軸

赤ちゃんの「泣きを過剰」と判定したのは以下の
3つの質問いずれにもYesと回答した場合。
1) 毎日泣く
2) 30分以上の泣きが1回以上
3) しばしばあるいは非常にしばしば泣く
横軸
愛着指数低値（<-1.5SD, n=129）
愛着指数普通（-1.5SD=<   =<+1.5SD, n=530）
愛着指数高値（+1.5SD=<, n=235）

愛着指数が高い（右）ほど
赤ちゃんの泣きを過剰と判
断するお母さんが少ない。
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愛着の脳科学

• Maltreatment（不適切な養育）が児の脳に及ぼす影響

• 母の児に対する愛着形成に必要な母の脳の背景



愛着の脳科学
• Maltreatment（不適切な養育）が児の脳に及ぼす影響

（不適切な養育を受けていないグループとの比較）

前頭前野 右内側部; 19.1%縮小、左背外側部; 14.5%縮小

性的虐待体験でも
視覚野縮小

相談室だより ２０１９



愛着の脳科学

• Maltreatment（不適切な養育）が児の脳に及ぼす影響

• 母の児に対する愛着形成に必要な母の脳の背景

OFC; 眼窩前頭皮質（前頭前野の腹側表面）

行動の動機づけを支える
ドーパミン報酬系

Insulaの中でも前部島皮質；共感性・意思決定、
母子の愛情豊かな触れ合いによる心地よさと
関連。また自律神経系の情報・認知情動情報が
統合される場。

PAG（中脳水道周囲灰白質）；自律神経系の自己調整に重要、
かつオキシトシン受容体も多数存在。

母親の愛情は報酬系と内受容性情報処理系が
ＯＦＣで統合されることで支えられている！？



愛着の脳科学

• Maltreatment（不適切な養育）が児の脳に及ぼす影響。

→ 聴覚野、視覚野、前頭前野に影響。

• 母の児に対する愛着形成に必要な母の脳の背景

→ 前頭前野（OFC）での統合機能が重要！？

•母の前頭前野機能は愛着形成の観点からも非常に重要。



前頭前野とは？
前頭葉の最前部。その後方に運動に関係する部位（高次運動野と一次運動野）
以下は脳科学辞典（https://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E5%89%8D%E9%A0%AD%E5%89%8D%E9%87%8E）から。

• 前頭前野損傷事例

• アメリカ人、フィネアス・ゲージPhineas Gageの有名な例がある。「彼はバランスの取れた心をもち，仕事を極めて精力的
かつ粘り強くこなす，敏腕で頭の切れる男として尊敬されていた」。しかし大きな鉄の棒が頭蓋骨を突き破るという事故
に見舞われ、前頭前野を中心とした脳部位に大きな損傷を受けた。彼の主治医であったハーローによると、「事故後の
彼の身体的な健康状態は良好である。しかし知性と衝動とのバランスは破壊されてしまったようだ。彼は発作的で，無
礼で，ときおりひどくばちあたりな行為に走る。自分の欲求に相反する束縛や忠告にがまんがならない。どうしようもない
ほど頑固になったかと思うと，移り気に戻るし，優柔不断で，将来の行動をあれこれ考えはするが，計画を立ててはすぐ
にやめてしまう。」という状態になってしまった。このことから、前頭前野は知性と衝動のバランスを取ることや、将来の計
画に関わることが示される。（神山注；この症例の正確さには批判もある。）

• 脳科学者ペンフィールドの姉は前頭前野の脳腫瘍切除手術後、「料理」のような順序だった行動の組立をする，つまり段
取りをうまくとる事が困難になったことが報告されている。

• 前頭葉ロボトミー；1930年代に、前頭前野を取り去ったチンパンジーがおとなしくなったという動物実験の報告がなされた
ことから、強度の興奮あるいは不安症状を持つ精神病患者に対して前頭前野を取り去るという脳手術が試みられた。世
界で約5万人のヒトに対しこの手術が行われた。しかしその後この手術を受けた患者が、なにごとにもやる気がなくなり，
外界に対して無関心，無頓着になること，反応性に乏しく，ものごとに注意を集中したり，状況を深く理解したり，推理し
たり，計画的に物事を行ったりすることが困難になること，感情が浅薄化し，節操がなくなり，時と場所をわきまえない言
動が多くなることが明らかになった。その結果、現在ではこの手術は全く行なわれないが、症例から、前頭前野が意欲、
注意、理解、パーソナリティーに重要な関わりがあることが示される。

https://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E5%89%8D%E9%A0%AD%E5%89%8D%E9%87%8E


1848年の
事故後も

ゲージは正常な記憶、言語、
運動能力を保っていたが、
彼の人格は大きく変化した。

彼は以前には見られなかっ
たような怒りっぽく、気分屋
で、短気な性格になり、彼の
友人はすっかり変わってし
まった彼を"もはやゲージで
はない。"と述べた。

前頭前野の
場所と働き

前頭前野：
人間を人間たらしめている

外側部
行動の認知・実行制御

内側部
心の理論・社会行動

腹側（眼窩）
行動の情動・動機づけ

渡邊正孝前頭連合野のしくみとはたらき
高次脳機能研究36（1）：1-8，2016）
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親子の読み聞かせは
「心の脳」に働きかける

泰羅雅登
東京医科歯科大学大学院

医歯学総合研究科

認知神経生物学分野元教授

享年６３歳、２０１７（平成２９）年７月８日永眠。



子供の脳活動

Brain activity of the child.



辺縁系に活動

感情・情動

に関わる脳

心の脳に活動

お
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音読

読み聞かせ

お母さんはどう？

前頭前野が活発に



読み聞かせは

・お子さんの心に届く。
・入眠儀式として有用。
・また読み手の前頭前野の働き

を高めるうえでも大切。



読み聞かせとStorytelling（素話し、語り）の
聴き手の脳に及ぼす影響の違い

• 絵本の読み聞かせでは慣れ親しんでくると前頭前野の血流は減少。

• Storytellingではそのような減少は認めない。



読み聞かせ（storytelling）は

・お子さんの心（or前頭前野）に届く。
・入眠儀式として有用。
・また読み手の前頭前野の働き

を高めるうえでも大切。



読み聞かせ（storytelling）は

・お子さんの心（or前頭前野）に届く。
・入眠儀式として有用。
・また読み手の前頭前野の働き

を高めるうえでも大切。



前頭前野と年齢
（相原正男；社会脳の成長と発達 認知社会科学 2016）

胎児の前頭前野や「こころ（辺縁系）」の感受性時期は今後の課題。



読み聞かせは
お子さんの心（or前頭前野）に届く。（胎児には？？）
入眠儀式として有用。
また読み手の前頭前野の働きを高めるうえでも大切。

→ お母さんの前頭前野機能は愛着形成にも大切なので、
おなかの赤ちゃんに、おなかの赤ちゃんの今や
これからを想像しながら話しかけをすることは
お母さんの前頭前野機能活性化に非常に大切。
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前頭前野機能を高めるには・・・
（川島先生の脳トレは有名ですがEBMというには未だ研究途上）

• 音読、簡単な計算を早く
• しりとり、ごっこ遊び、折り紙遊び
• 料理
• 絵を描く、楽器演奏
• 適度に体を動かす
• おしゃべり
• 新しいことへの挑戦
• 好きなことを楽しむ

• 競争よりは協力で活性化（Balconi et al. BMC Neurosci (2017) 18:68）

• では前頭前野機能を貶める要因は？



寝ないと
太る

Taheri S, Lin L, Austin 

D, Young T, Mignot E.

Short sleep duration is 

associated with 

reduced leptin, 

elevated ghrelin, and 

increased body mass 

index.

PLoS Med. 2004 

Dec;1(3):e62.

突然ですが、実は

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=15602591&ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum




寝ないと
太る

Taheri S, Lin L, Austin 

D, Young T, Mignot E.

Short sleep duration is 

associated with 

reduced leptin, 

elevated ghrelin, and 

increased body mass 

index.

PLoS Med. 2004 

Dec;1(3):e62.

寝不足にならないことが、前頭前野の働きを保ち、肥満防止に重要。

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=15602591&ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum


我慢できること（自制心）、

想像力豊かなこと、その結
果未来予測ができること、

等がとても大切。
↓

前頭前野機能！？



おなかの赤ちゃんは聴いている

• 胎児は見ている！？？？？？？

• 胎教 未だサイエンスにはなっていない

• 胎児は聴いている！？ 胎児には聞こえている。

• 妊婦さんの心理と愛着形成と語りかけ 話しかけは愛着を表現

• 愛着の脳科学 前頭前野が重要

• 読み聞かせの脳科学 受け手のこころと語り手の前頭前野を活性化

• 前頭前野機能を低下させないために 寝不足に注意

• 妊婦さんやお母さんに気をつけていただきたいこと



メラトニン
• 酸素の毒性から細胞を守り、性成熟を抑制し、

眠気をもたらすホルモン

• 生後1-5年時に高値

→ 子ども達はメラトニンシャワーを浴びて成長
Waldhauser ら1988年齢



夜間のメラトニン分泌は昼間の
受光量が増すと増える。



メラトニン
• 酸素の毒性から細胞を守り、性成熟を抑制し、

眠気をもたらすホルモン

• 生後1-5年時に高値

→ 子ども達はメラトニンシャワーを浴びて成長

• 分泌は夜間暗くなってから（光で抑制）。

• 夜ふかしでメラトニン分泌低下！？

Waldhauser ら1988年齢



メラトニン
• 酸素の毒性から細胞を守り、性成熟を抑制し、

眠気をもたらすホルモン

• 満期産の母乳栄養児

生後6週までは低値（<10pg/ml）。

生後45日以降

夜間濃度が50<で概日リズム出現。

→この時期以前のメラトニンは？

• 生後1-5年時に高値

→ 子ども達はメラトニンシャワーを浴びて成長

• 分泌は夜間暗くなってから（光で抑制）。

• 夜ふかしでメラトニン分泌低下！？

Waldhauser ら1988年齢



母体のメラトニンは胎盤を通過。

・胎児はサーカディアン（概日）リズムを有するのか？
・母体のメラトニンが

胎児のサーカディアンリズムを形成？
・胎盤を通過するメラトニンの生理的な意義は？

太田英伸先生がベビーサイエンス誌に紹介した図（Serón-Ferré M, et al.：
Circadian rhythms in the fetus. Mol Cell Endocrinol 349, 68-75（2012））.



母体、胎児のメラトニンと疾患
• 母体のメラトニン→ 胎児

• 夜間メラトニンは妊娠週数増（32週以降）で増（＝胎児も増？）

• 母体のメラトニンは分娩に有利なのでは。

• 傍証として

• 子癇患者で母体メラトニン低下（Zeng, et al., J Hum Hypertens 2016）、

• 子癇治療にメラトニン（Hobson, et al., J Pineal Res, 2018）

• 合併症妊娠にメラトニンの抗酸化作用はよい効果（Sagrillo-Fagundes, et al, Minerva Ginecol, 2014）

• 母体のメラトニンは児にも短期的に有利？

• メラトニンが新生児脳保護に有効！？（Colella, et al., Early Hum Dev, 2016, Aridas et al., J Pineal Res, 2018）

• 母体のメラトニンは児に長期的にも有利？

• ＡＳＤ児の母のメラトニン低い（加齢の減少考慮して出産時年齢で比較 Braam et al., bioRxiv, 2016）

• 胎児メラトニンは胎児のリズム形成、神経保護でASD発症リスクを軽減！？（Jin et al., Molecules, 2018）

• 不明な点

• 出生直後は児のメラトニン枯渇！？

• リズム形成は生後3週間で、

• 生後のメラトニン増は3ヶ月以降、

• SCNのメラトニン受容体は

Fig. 1. Levels of maternal serum melatonin during the 
night (solid line) and day (dotted line) in normal 
singleton pregnancy. Values are means±S.E.M. for 
the number of patients indicated beside each point. 
Daytime levels below the lower limit (5.6 pg/ml) of 
the assay were excluded from the analysis. *P < 0.01 
compared with the non-pregnancy values, <24-week 
values, or puerperium values. **P < 0.05 compared 
with the 24–28-week value. From Nakamura Y, Tamura 
H, Kashida S, Takayama H, Yagamata Y, Karube A, et al.
Changes of serum melatonin level and its relationship 
to feto-placental unit during pregnancy. J Pineal Res 
2001;30:29–33.
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分娩（母&児）に有利なのでは。
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メラトニンは母乳中にも含まれる。

平均30歳の母親（出産が27-36週（平均32週）の14名と37-39週
（平均38週）の7名）から出産後5-10日に母乳（昼間採取（1000-
2200）と夜間採取（2200-1000））の提供を受けた。

昼間採取 夜間採取 P値

1.5pg/ml (1.0-2.1) 7.3 (3.8-13.6) <0.001

早産児 満期産児

2.7 (0.1-30.5) 3.9 (0.8-36.2) 0.124

メラトニン濃度
中央値

（四分位数範囲）



仮説；胎児は母体由来の、新生児は母乳由来のメラトニンによって酸化ストレスを減少させ、疾患の予防に寄与している。
→ 母体メラトニンレベルの低下は種々の神経精神疾患のリスクを高める！？



愛媛大精神科 堀内史枝先生作成



夜間のメラトニン分泌は昼間の
受光量が増すと増える。

妊婦さん含む母体のメラトニンレベル低下は
分娩にも児にも不利！？

母体の昼間の受光減と夜間の受光増は
母体のメラトンニンレベルを低下させる！？



おなかの赤ちゃんは聴いている

• 胎児は見ている！？？？？？？

• 胎教 未だサイエンスにはなっていない

• 胎児は聴いている！？ 胎児には聞こえている。

• 妊婦さんの心理と愛着形成と語りかけ 話しかけは愛着を表現

• 愛着の脳科学 前頭前野が重要

• 読み聞かせの脳科学 受け手のこころと語り手の前頭前野を活性化

• 前頭前野機能を低下させないために 寝不足に注意

• 妊婦さんやお母さんに気をつけていただきたいこと

日中の受光と夜の闇が大切



日本の幸福度（BLI;better life index）40カ国中25位

• 1位ノルウェー、2位オーストラリア、3位アイスランド

• 「安全」15位（2017; 17位、2016;16位、2015；１位）

• 「教育」7位（2017;6位、2016/15；10位、2014；7位、2013；2位）。

• 「住居」22位（2017; 25位、2016;24位、2015；23位、2014；24位）

• 「生活の満足度」32位（2017/16;29位、 2015；28位、2014；28位）。

• 「仕事と生活の両立」36位（2017;31位、2016;34位、

2015；31位、2014；32位）。

• 「健康」35位（余命は1位、自覚的健康度Koreaについで不良）

（2017;31位、2016;34位、2015；28位）

• レジャー、睡眠、食事含み個人的に使う時間は35位（14.1時間）。

なお1位はイタリア16.5時間。（なお日本は2017年14.9時間で16位）

（2017/16;23位、2015/14;20位、2013/12;21位、2011年;19位）

2018発表 OECD



肥満は不幸！？
• ギャラップ社の幸福度調査；

1位はフィジー：肥満率は31.9％

（189カ国中23位、日本は4.5％166位）

ピダハンは昼も夜もよくうたた寝をする（短いときで15分、長ければ2時間

ほどだ）。村では夜通し、大きな話し声がしていて、外から来た人間はピダ
ハンの中ではなかなかぐっすり眠れない。ピダハンは「寝るなよ、ヘビがい
るから」と忠告してくれるのだが、ピダハンは実際自分たちもこの忠告に忠
実に従っているのだろう。



知っていただきたいのは (Take Home Message)

• 赤ちゃんのこと考えながらの話しかけはお母さんの前頭前野の活性化を介
して愛着形成にいい影響を与えることが期待されます。

• 妊娠中から昼行性の生活を心がけることが、胎児新生児のメラトニン低下を
防ぎ、出産や児の安全、（将来の神経発達）に重要!?

• 「・・・すべき」の子育てではなく多様性を尊重して楽しい子育てを。


