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要旨 

 

動物における生物学的絆とは特定の個体間において互いに特異な神経内分泌反応を

呈し、ストレス耐性を高め、逆に個体同士を隔離することによりストレス応答が生じる

関係性を意味する。全ての哺乳類において母仔間の生物学的絆は普遍的に見られる関係

性であり、幼若個体を過剰なストレスから守り、正常な情動・社会行動の発達に重要な

役割を担う。生物学的絆は生得的なものだけではなく、母仔双方から発せられる視覚・

触覚・嗅覚・聴覚・味覚などの感覚系を介した仔から母への愛着行動と、母から仔への

養育行動との循環により形成されていく。このように、絆形成において母仔間の社会的

コミュニケーションは不可欠なものなる。また、ペプチドホルモンの一種であるオキシ

トシンは乳汁射出などに作用するが、ラットやヒツジにおいて社会的シグナルの認知や

養育行動の発現にオキシトシン神経系の活性化が伴うことが知られており、生物学的絆

形成の中心的役割を担うと考えられる。これらの知見からも、母仔間の社会的シグナル

の受容・認知メカニズムや、オキシトシンの機能解明は哺乳類の生物学的絆形成のメカ

ニズムやその意義を探る上で極めて有用である。本稿ではマウスなどの実験動物を中心

に母仔間の生物学的絆形成における社会的コミュニケーションとオキシトシンの機能

を行動神経内分泌学的な観点から検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. はじめに 

 

進化の過程で生物は様々な適応的発達を遂げてきた。その過程で、我々ヒトを含む哺

乳類は胎盤形成および授乳を含む養育行動によって子孫をより多く生存させるという

特異な繁殖戦略を獲得した。卵を産む卵生や、卵をメスの体内で孵化させてから仔を産

む卵胎生と比較すると、このような繁殖形態のもと生まれる仔の数は一般的に非常に少

ない。また、生後間もない幼若個体は体温調節や運動機能などが未成熟な場合が多く、

親は授乳など多くの資源を割いて仔を養育する必要がある。このような哺乳類の繁殖形

態は一見すると「より多くの遺伝子を効率よく次世代に伝播する」という繁殖戦略の第

一義から外れているように思えるかもしれない。しかし、生育環境が後天的にクロマチ

ン修飾を変化させ、遺伝子発現が調節されることが知られており、未成熟かつ可塑性に

富む状態で出産することは環境により適応した表現型を仔に獲得させる上で大きな意

義がある。すなわち、後天的に環境に大きく適応し得る繁殖戦略をとった生物が哺乳類

と言えよう。このような点を鑑みると、刻々と変化する環境下における親の養育行動が

仔の発達に及ぼす影響は大きいと言える。実際、養育行動を通して仔の遺伝子発現が調

整されることがげっ歯類を用いた研究により明らかにされており、母仔間で構築される

生物学的絆が仔の生存にとって極めて大きな意味を持つことがわかる。 

生物学的絆は直接的に観察することが出来ない概念上の関係性である。しかし、行動

学的・生理学的な研究により、その存在をある程度垣間見ることが出来る。たとえば、

生物学的絆が形成された個体同士を物理的に隔離することにより、ストレス指標である

血中コルチコステロン濃度が上昇することが知られている [38, 60]。また、我々はこれ

まで、生物学的絆が形成された同種個体同士を一緒に飼育したり、あるいは分離後に再

会させたりすることで分離ストレスや嫌悪刺激に対する抵抗性が高まる“社会的緩衝作

用”が生じることを明らかにしてきた [24]。社会的緩衝作用の強さは個体同士の親和

性の強さに依存しており、母仔間でもっとも強い効果を持つと考えられる。このような

母仔間の結びつきの重要性は Bowlby による“Attachment Theory”として初めて提唱



されたが [4]、実際、その後の研究により哺乳類の母仔間において強い社会的緩衝作用

が生じることが多く報告されている [16,47]。ヒト以外の霊長類でも、母個体に育てら

れた仔は同種と再会することで分離ストレスがすぐさま減少するが、人工保育された個

体ではストレスの減少が生じにくくなることが報告されている [47]。これは養育行動

を介した母仔間の社会的接触経験が不十分であることに起因すると考えられる。げっ歯

類や家畜を用いた研究でも、通常よりも早く仔を母個体から離乳させることで母仔間の

絆形成を障害すると、仔の体重増加が鈍化したり、攻撃行動や不安行動が増加するなど、

正常な社会行動の発達が阻害されることが確認されている [23,32,34]。このように、霊

長類を含む多くの哺乳類において生物学的絆が仔の正常な発達に重要な役割を担うこ

とが明らかとなっている [1,15]。 

母仔間の生物学的絆は生得的なものだけではない。母仔から発せられる様々なシグナ

ルを介して行われる、仔から母への愛着行動と、母から仔への養育行動が母仔双方に影

響しあうことで徐々に形成されていく。そのため、社会的シグナルの認知機能は絆形成

を成立させる最も基本的な能力となる。しかし、その認知機構や社会的コミュニケーシ

ョンが具体的にどのように絆形成に寄与するのか定かではない。本稿ではげっ歯類での

研究を中心に、愛着行動と養育行動を通して母仔双方から発せられる様々な社会的シグ

ナルが生物学的絆をどのように形成していくのか考察する。また、近年個体間の社会行

動を調整する因子としてペプチドホルモンであるオキシトシンに注目が集まっており、

特に、絆形成に重要な役割を担うことが明らかにされつつある [21,55,59]。母仔間の絆

形成の調整因子としてオキシトシンに焦点を当て、絆形成の神経基盤についても言及す

る。 

 

 

 

 

 



2. 愛着行動－仔から母への伝達される社会的シグナル－ 

 

多くの哺乳類の仔は体温調節や運動機能が未熟な状態で生まれてくるため、生後間も

ないころから親の養育行動を惹起するために様々なシグナルを発する [9,27]。その中で、

特に嗅覚シグナルは親が仔を認知するために用いることが多い。たとえば、ヒツジは自

身の仔をほかの仔と識別し、ほかの仔が乳房に近づくのを激しく拒む [26]。このよう

な養育行動の選択性は出産後、仔に付着している羊膜の匂いを人工的に洗い流すことで

消失する。また、羊膜の匂いを自身の仔ではないほかの仔に付着させると、その仔に対

して養育行動を示すようになることが報告されており、選択的養育行動が嗅覚シグナル

に依存していることがわかる [26]。同様の現象はブタなどでも報告されている [31]。 

家畜などの大動物と同様、げっ歯類でも仔の認知において嗅覚シグナルは重要である

[27]。特に初産のマウスは養育行動の発現を仔の嗅覚シグナルに頼ることが多い。た

とえば、初産のメスマウスの嗅球(嗅覚シグナルを受容する領域)を除去すると適切な

養育行動が発現せず、仔殺しを行うことが報告されている [27,48]。その一方で、す

でに育仔をしたことがある母マウスでは嗅球除去をしても養育行動の発現が阻害され

ない [48]。また、興味深いことに、たとえ初産のメスマウスであっても、出産前に実

験的に何度も他の母マウスの仔に暴露されることで嗅球除去による養育行動障害が生

じなくなる [48]。このことから、育仔を初めて経験する場面では、嗅覚シグナルは養

育行動の発現に極めて重要な役割を担い、その後に育仔経験を獲得することで嗅覚シ

グナル以外、たとえば聴覚シグナルなどを頼りに養育行動を発現できるようになると

考えられる。 

仔が発する聴覚シグナルも嗅覚シグナル同様、養育行動の惹起に寄与する。聴覚シグ

ナルはその性質上、離れてしまい姿が見えなくなってしまった親をすぐさま呼ぶのに適

しており、ヒツジやブタなどの親は仔の鳴き声を頼りに離れた仔のもとに近寄っていく 

[39,56]。げっ歯類の仔も巣や親から隔離されると幅広い周波数領域の音声を発する。

とくに、生後 1 週間程度の仔マウスはヒトには聴くことが出来ない超音波領域の音声を



発する [5,9](図 1)。我々はこれまでの研究で母マウスが仔マウス超音波に顕著な接近行

動を示すこと、さらに人工的に超音波の周波数や持続時間を変更すると、その接近行動

が消失することを明らかにした [52]。このことから、母マウスは仔マウスの発する超

音波の特性を特異的に認知し巣戻し行動を呈すると考えられる。また、交尾経験や育仔

経験により、仔マウス超音波への反応性が養育行動と同様に増大することが明らかとな

り、仔マウス超音波への反応性と養育行動の発現がほぼ同様のメカニズムによることが

示唆された [4]。近年、神経細胞の電気的な活動を測定する電気生理学的な研究により、

仔マウス超音波に対して育仔経験のないメスマウスの聴覚野の神経細胞は活性を示さ

ないが、母マウスでは特異的な高活性を示すことが報告されている [7,28]。このことか

ら、養育行動の発現は感覚受容野の神経可塑性を伴うことが明らかにされつつある。 

仔が発する嗅覚シグナルや聴覚シグナル、そのほかのシグナルはそれぞれ別個に機能

するのではなく複合的に受容されることで母個体は仔を認知し適切な養育行動を発現

する。たとえば、ラットの母個体は仔ラットの発する嗅覚シグナルを受容することで仔

ラットの発する超音波音声に対し、より顕著に接近していく [12]。また、ヒツジも仔

が発する聴覚シグナルと視覚シグナルを複合的に認知することで、自身の仔をより正確

に識別できることが示唆されている [12]。近年、マウスを用いた研究により嗅覚シグ

ナルを受容した状態では仔マウス超音波に対する聴覚野の神経活動が増加することが

報告されており [7]、複数のシグナルによる養育行動誘起の神経機構が徐々に解明され

始めている。 

以上のように仔から母個体へ伝達されるシグナルには様々なものがあり、そのいずれ

もが養育行動の惹起に寄与していることがわかる。すなわち仔の愛着行動とは親に様々

なシグナルを発することで養育行動を請う行動と捉えることが出来る。しかし、それぞ

れのシグナルが養育行動を惹起する神経メカニズムは完全には解明されていない。また、

シグナルの受容メカニズムの解明と共に各シグナルが脳内のどの領域で統合され養育

行動の発現にまで結びつくのか、その神経ネットワークの同定も今後の課題といえよう。 

 



3. 養育行動－母から仔に伝達される社会的シグナル－ 

 

親個体から仔へ伝達される社会的シグナルは仔が自らを養育してくれる親の存在を

認知するために必須であり、仔の生存にとって不可欠なものである。そのため、幼若個

体は生得的に母個体が発するシグナルを頼りに母個体へ接近行動を示す。多くの哺乳類

において乳房付近から分泌される嗅覚シグナルは仔を惹きつける効果がある [17,36]。

また、仔は授乳を通して嗅覚シグナルを頼りに自身の親を記憶し、他の成熟個体と識別

するようになる [35,36]。 

哺乳類において親個体が発する聴覚シグナルの認知に関する研究は少なく、その神経

機構についてもほとんど明らかにされていない。しかし、母仔を分離したときに母個体

が発した音声を録音・再生した実験によると、ブタやヤギなどの仔は母個体の音声に特

異的な反応を示すことがわかっている [45,51]。げっ歯類の成熟個体同士も音声コミュ

ニケーションを盛んに行うことから、母仔間においても音声コミュニケーションが行わ

れている可能性があるが、今のところ母個体から仔に向けた音声発生は確認されておら

ず、その神経基盤はほとんどわかっていない。 

母個体から仔へ発せられるシグナルの中で特に触覚シグナルは仔の発達に極めて大

きな役割を担う。この研究領域のパイオニア的存在は Mc Gill University の Meaney

博士らの研究グループであろう。彼らは母ラットから多く毛づくろいを受けたり舐めら

れたりした仔ラットは成長後にストレス耐性が高まり、不安行動が低下することを発見

した [30,33]。さらに、このラットはあまり毛づくろいされなかったラットと比較して

海馬のグルココルチコイド受容体の発現量が多いことも明らかとなった。一般的にスト

レスを受けると分泌量が増すコルチコステロンは下垂体由来の副腎皮質刺激ホルモン

(ACTH)の刺激を受けて副腎皮質から放出される。この ACTH は脳視床下部にある副腎

皮質刺激ホルモン放出ホルモン(CRF)により制御されており、これら視床下部－下垂体

－副腎のストレス内分泌をつかさどる反応軸は HPA 軸と呼ばれている。海馬のグルコ

コルチコイド受容体はコルチコステロンと結合し、CRF 分泌ニューロンに抑制性の情



報を伝達することで、HPA 軸活性のネガティブフィードバックの要として機能する 

[30,33]。すなわち、母個体からの毛づくろい行動を多く受けることでグルココルチコ

イド受容体の発現量が増えると、ストレス反応系のネガティブフィードバックが強く作

用し、ストレス耐性が高まるのだ。また、不安や攻撃といった情動の中枢である扁桃体

における GABA 受容体の発現量も増加していることもわかった [30,33]。GABA 受容

体は抗不安薬であるベンゾジアゼピン系薬物の作用点であり、その受容体が増えたこと

で不安が低下したと考えられる。このような一連の変化は DNA のメチル化によるもの

であることが近年の分子生物学的研究で解明されており [57,58]、養育行動が仔の遺伝

子発現頻度を後天的に修飾することが明らかとなった。養育行動により仔の表現型が遺

伝レベルから可塑的に変化することは驚きであるが、さらに特筆すべきはこれら親個体

の養育行動が成長後の仔の養育行動にも影響を及ぶす点である。母個体から毛づくろい

をあまり受けずに育ったメスの仔が成長し、その個体自身が母個体になった場合、同じ

く毛づくろいをあまり呈しないことがわかったのだ。また、このメスの仔における毛づ

くろいの量的差異は毛づくろいをよくする親とあまりしない親との間で里子実験を施

すことで逆転することから、遺伝ではなく新生仔期に受けた毛づくろいの量に依存して

形成される、“Non-genomic transmission (遺伝子に依存しない行動形質の伝播)”であ

ることが確認された [57](図 2.)。 

母仔間の生物学的絆形成の存在を確認するために多くの母仔分離実験が行われ、嗅覚

や聴覚、触覚シグナルが絆形成に重要な役割を担うことがわかってきた。しかし、絆形

成に重要な時期の同定には未だ至っていない。ラットやマウスにおいて授乳期に母仔分

離され、低レベルの養育行動しか受けなかった動物は成長後も高い不安行動、ストレス

応答を示し、また学習能力や記憶力の低下が生じることが確認されている。おそらく養

育行動により大脳辺縁系を含む広範な脳領域に後天的な修飾が加わっていると考えら

れる [25,29,44]。また、授乳初期だけではなく、仔が自身で餌をある程度食べることが

出来るようになってから母仔分離しても、同様に成長後の不安行動が増すことが報告さ

れている [23,35]。このことから、母仔間の生物学的絆は新生仔期だけではなく、授乳



後期においても形成され続け、仔の発達に大きく作用すると考えられる。しかし、母仔

間相互作用によって生じる生物学的絆がどのようなシグナルにより構築され、いつ頃ま

で維持され続けるのか、その全容を解明するためには更なる研究が求められる。 

 

4. 生物学的絆形成におけるオキシトシンの役割 

 

性経験や育仔経験のないげっ歯類のメスは出産前、幼若個体を忌避することがあるが、

出産を経るとただちに養育行動を示すようになる。このような劇的な行動の変化をもた

らす要因として視床下部内側視索前野の高活性化やエストロゲン、プロラクチンなどの

内分泌ホルモン動態と、その受容体分布の変化などが知られている [40]。近年、これ

らに加えオキシトシンの機能に注目が集まっている。オキシトシンは視床下部の室傍核

(paraventricular nucleus; PVN)と視索上核の大細胞性ニューロン、小細胞性ニューロ

ンで合成され、下垂体後葉から血中へ放出されるペプチドホルモンである。主に乳汁射

出や子宮収縮を促すことが古くから知られているが、大脳辺縁系や脳幹などの中枢神経

系にも作用し、いくつかの社会行動を制御していることがわかってきた [3]。とくに、

PVN の破壊やオキシトシンの作用阻害薬を分娩後のメスラットに投与すると養育行動

の発現が阻害されることが明らかとなっており、養育行動の誘起にも大きく関与してい

ることがわかっている [18,54]。 

げっ歯類の母個体において仔との触れ合いによって得られる接触シグナルは養育行

動の維持に最も重要なシグナルである。分娩後に仔を隔離し、母個体と直接接触できな

いようにしておくと仔に対する反応性が 1 週間程度で減少していくことが報告されて

おり [42]、養育行動の維持には、母仔が接触する必要があると示唆されている。とく

に乳房への吸入シグナルは乳汁射出を刺激するためにオキシトシンの分泌を増加させ

るが、このとき分泌されたオキシトシンが中枢神経系に作用し、同時に養育行動の発現

も促すことが示唆されている [37]。また、授乳とは直接的な関係はないが、毛づくろ

いやマッサージなどの接触シグナルでもオキシトシンの分泌が生じることから、オキシ



トシンが母仔の接触と高レベルの養育行動の維持を仲介している可能性がある [2,53]。 

母仔の接触シグナルと比べると、仔マウスが発する嗅覚、聴覚シグナルが養育行動の

維持にもたらす効果は小さい。しかし、これらのシグナルは養育行動の惹起とそれを向

ける対象の決定に必須となる。とくに嗅覚シグナルは母個体を惹きつけるだけでなく、

仔を自身の仔であると母個体に記憶させる機能があるが、ここにもオキシトシンが関与

しているようである。妊娠や分娩時の刺激により放出されたオキシトシンは嗅球の神経

細胞を興奮させ、神経活性の発火や興奮性シナプス後電位を増進する。このときに仔の

嗅覚シグナルが嗅球に入力されることで、仔の匂いに選択的に反応する神経細胞が形成

され、この“記憶”を頼りに自身の仔に特異的な養育行動を呈するようになることが示

唆されている [8,10,43]。仔が親を記憶するメカニズムはあまりわかっていないが、親

個体同様のメカニズムが存在している可能性が指摘されている [11,39]。 

興味深いことに、愛着行動にもオキシトシンが機能することが示唆されている。たと

えば、オキシトシンをラットの幼若個体に投与すると母個体から分離されたときに発声

する超音波の発生回数が減少することが報告されており [19]、母個体との接触による

オキシトシンの分泌上昇が仔に安寧効果をもたらしているようである。このようにオキ

シトシンは母個体の養育行動と仔の愛着行動の両方を制御することで、状況に応じた母

仔の適切な行動発現を調整し、より強固な生物学的絆を形成する要として機能している

と考えられる。 

 

 

5. 養育行動への社会的経験の影響 

 

養育行動は先述のとおり遺伝的制御のみならず、母仔環境など幼少期の生育環境に依

存したエピジェネティックな制御を受けている。たとえば、早期離乳されたメスマウス

は通常離乳されたものよりも成長後の養育行動が抑制される [22]。これは幼少期に形

成される母仔間の生物学的絆が早くに剥奪され、Meaney らが報告したような毛づくろ



いを受けるなどの社会的経験が不足したことによるものと考えられる。しかし、このよ

うな社会的経験は幼少期だけではなく、成長後にも作用し、養育行動の発現に大きな影

響を及ぼす。通常、育仔経験がない成熟したメスラットは幼若個体に出会うと激しい攻

撃行動を示す [50]。しかし、5～8 日程度、繰り返し仔ラットに暴露させることで、徐々

に仔ラットに接近するようになり、やがて巣作り、巣戻し、保温、毛づくろいといった

養育行動を示すようになる [46]。このような幼若個体の繰り返し暴露による養育行動

の活性化は幼若個体感作と呼ばれるが、これにより通常の母個体と同レベルの養育行動

を示すようになったメス個体はその後数週間、高レベルの養育行動を維持する [6]。一

方、幼若個体感作による養育行動亢進効果には種差があるようで、ラットと同じげっ歯

類のマウスの場合、ラットよりも短い 30 分程度の暴露で十分な養育行動を誘起するこ

とができる [13]。いずれにせよ、育仔経験が成熟個体の養育行動を促進することは共

通に認められる現象である。 

育仔経験と同様、交尾・妊娠・出産という一連の繁殖経験も養育行動の発現を亢進す

る。興味深いことに Graber 博士はバルーンを使って子宮を拡張することによりメスラ

ットの養育行動が亢進することを見出している [14]。我々も膣の拡張刺激や射精刺激

を伴う交尾経験により雌雄マウスの養育行動が活性化することを確認しているが [41]、

特にオスマウスにおいては射精経験が養育行動賦活化の鍵となる刺激であることが示

唆されている。しかし、交尾経験のみだけでは十分な養育行動が発現しないことから、

母個体と同レベルの養育行動を賦活化するには育仔経験など更なる社会的経験の獲得

が必要であるようだ。 

繁殖刺激や育仔といった社会経験による養育行動亢進の要因のひとつとして、またし

ても中枢神経系におけるオキシトシンの作用が挙げられる。非常に興味深いことにげっ

歯類や反芻動物を含むいくつかの哺乳類において、交尾時に生じる生殖器や頚部への刺

激によりオキシトシンの分泌が増加することが報告されている [20,49]。また、先述の

とおり幼若個体との接触シグナル、とくに乳房への吸入シグナルはオキシトシンの分泌

を促進する [2,53]。このような内分泌的な知見を鑑みると、育仔経験や交尾経験がオキ



シトシンの分泌を促し、養育行動を制御する視床下部内側視索前野などの脳領域が活性

化することで養育行動が賦活化されると考えられる。 

 

 

6. 結論 

 

本稿では養育行動と愛着行動、そしてオキシトシン神経系に焦点を絞り、母仔間の生

物学的絆がどのような過程で形成されていくのか考察した。 

交尾や育仔などの社会経験はオキシトシン神経系を活性化させ養育行動を促進する。

このときに獲得する育仔経験は母個体のオキシトシン神経系をさらに活性化させるこ

とで、養育行動の発現を促す。このことから、母個体のオキシトシン神経系の活性と養

育行動は正のフィードバックの関係にあると言える。また、養育行動を受けることで仔

のオキシトシン神経系も刺激され、探索行動などの愛着行動の発現が強化される。愛着

行動は乳房吸入などの接触刺激を介して母個体のオキシトシン神経系を活性化し、養育

行動をさらに賦活化する。つまり、母から仔への養育行動と仔から母への愛着行動も正

のフィードバックとして機能し、母仔間の生物学的絆の形成をより強固なものとする。

生物学的絆の形成が阻害されると仔の不安行動が上昇することなどから、これらオキシ

トシン神経系を基点とした社会経験と養育行動、養育行動と愛着行動という 2 つの正の

フィードバックが仔の発達にいかに重要であるかわかる。さらに、母仔関係の正のフィ

ードバックはこれら 2 つにとどまらない。高レベルの養育行動を受けると、仔が成長後

に高レベルの養育行動を示すようになることから、世代をも超えた正のフィードバック

が存在していると言えるだろう。これらを踏まえると個体、母仔間、そして世代間にお

ける 3 つの正のフィードバックが存在し、それぞれが別個に機能するのではなく、互い

に密接に結びつくことで巨大な円環を構築していることが概観できる(図 3.)。 

以上のように、生物学的絆は個体のみならず、世代をも超えて影響することが少しず

つわかってきており、その重大性が認識され始めている。しかし、母仔間の絆がどのよ



うなメカニズムで形成され個体に作用するのか、その問いに対する詳細な科学的知見は

実験動物レベルでも未だ得られていない。Bowlby らが“Attachment Theory”を構築

してから 50 年余りの月日が経過した今、本稿で取り上げた行動神経内分泌学や発達心

理学・比較認知科学からのアプローチが有機的に結びつくことで、その答えの糸口が見

つかることを切に期待したい。 
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図 1. 仔マウス超音波のスペクトログラム

生後1週間ごろまでの仔マウスが巣や母個体から分離されると40-80kHz程度の超音波領域の音声を発する。
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図 2. 養育行動の non-genomic transmission( 遺伝子によらない行動形質の伝播 )

遺伝的母の毛づくろい行動が多い場合、仔メスラットの成長後の毛づくろい行動も多くなる。 一方、

毛づくろい行動が少ない遺伝的母に育てられた場合、 仔メスラットの成長後の毛づくろい行動は

少なくなる。 毛づくろい行動が多い母個体と少ない母個体から生まれた仔メスラットを里子操作に

より、 それぞれ毛づくろい行動が少ない母個体と多い母個体に育てさせると、 成長後の毛づくろ

い行動は遺伝的母個体ではなく育ての母個体と同様になる。



図 3. オキシトシン神経系を基点とした生物学的絆形成がもたらす正のフィードバック

①母マウスが妊娠、 出産を経ると内分泌ホルモン動態が変化する。②産後、 母個体は仔から愛着行動を受け、

③母個体のオキシトシン神経系が活性化する。④このとき活性化したオキシトシン神経系は仔への養育行動を促進

しする。⑤養育行動を受けることで仔のオキシトシン神経系が活性化し、愛着行動を促進する ( 母子間の正のフィー

ドバック )。⑥養育行動を通して獲得した育仔経験などの社会経験は母個体のオキシトシン神経系を活性化させ、

養育行動の発現をさらに強化する ( 個体内の正のフィードバック )。⑦高レベルの養育行動は仔の正常な社会行動

を発達させ、 成長後、 母個体と同様、 高レベルの養育行動を示すようになる。 この高レベルの養育行動は

non-genomic transmission ( 遺伝子によらない行動形質の伝播 ) により、 再び仔に受け継がれていく ( 世代を超

えた正のフィードバック )。 これら 3 つの正のフィードバックにより巨大な円環が形成され、 個体の社会行動、 養育

行動が発達していく。

① 内分泌ホルモン動態の変化

② 愛着行動

⑥ 社会経験 ( 交尾・育仔 ) の獲得

⑦ 母個体からの刺激

⑧ 高レベルの養育行動

④ 養育行動

③ オキシトシン ↑

オキシトシン ↑

オキシトシン ↑

⑤ オキシトシン ↑

母子間の
正のフィードバック

個体内の
正のフィードバック

世代を超えた
正のフィードバック
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