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要旨：本研究では青年期男女における親準備学習（乳幼児との継続接触体験）の効果を明ら

かにすることを目的とし，従来の心理学的評価に局所脳活動の指標（functional MRI）による評

価を加え，学習体験前後に評価した。その結果，聴覚刺激課題において体験群は両側中前頭回，

両側島, 両側前部/後部帯状回の領域が体験後に有意に賦活した。これらの領域は感情・注意・

認知と関連するとされ，体験で学習効果を得た領域と推察された。一方，非体験群では有意差を

認めなかった。また，体験群の男女比較において，女性は体験後，感情や注意，認知領域である

左側帯状回，両側中前頭回が有意に賦活したが，男性では認めなかった。 

以上のことから，親性準備期である青年期における乳幼児との継続接触体験が，親性を促進さ

せるための経験や学習の効果的な機会となることが局所脳活動の変化から示唆された。また，女

性の方が体験を通し乳幼児の泣きに対する敏感性，関心が高まることが明らかとなり，親性育成

における性差への配慮の必要性が示唆された。 
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１．はじめに 

青年期は、近い将来親になるための発達段階として、「親性」を高めるための重要な準

備時期である。しかし、近年のわが国においては、少子化・核家族化などにより、育児行

動の観察や体験など養育や育児について学習する機会を得ることがないまま、親になる傾

向が強く、親役割や行動に問題が生じている。このため青年期の発達段階における親性育

成の必要性が指摘されている 13）34）。親性を育むための学習の機会としては、家族の中での

学習、学校教育，地域・社会教育での学習、発達途上で経験する様々な人間関係があげら

れる。中でも、学校教育においては学習指導要領に明文化され、各学校の状況に応じた取

り組みが行われている。しかし、親となることに近い年齢である青年期後期から初婚年齢

を迎える男女への働きかけの機会は少なく、システム化されていない現状にある。一方，

子どもとの接触体験の効果については，すでに多くの知見が積み重ねられており，子どもへの情

意的・感情的領域を高め，乳幼児・子育て・親に対する否定的な認識が減少し，肯定的なイメー

ジや認識を持つことが報告されている 10）47）53）。しかし，国内外の報告では，心理尺度や感想文の

分析による主観的な方法に偏っており，また，子どもとの接触体験直後の効果のみで学習効果を

高いとしている点，目的と効果指標の対応が不明確など評価方法としては不十分であることが指

摘されている 52）。 
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２．親性概念 

2.1 親性概念の背景 

今日，母性・父性の用語のみならず，親性 46）43）51）33），養護性 14），育児性 35）、次世代育成力 6）
23）という用語が使われ、社会でも認められてきている。この背景には，育児における性別役割分担

を強要する理念である母性や父性に代わって，男女がともに子どもの育成に関わる必要性が生じ

てきたことがあげられる。また，「親性」に関して伊藤は 12）、父性・母性をめぐる議論の中で、

両性が備えるべき資質を強調した用語と捉えている。つまり、「親性」を用いる意義は、父

性・母性という異なる機能を前提としない点にある。この意味において、育児性、養護性

という用語も同様の特徴を有している。 

 一方、欧米では、「mothering」「fathering」から性を問わない「parenting」へ、また父、母に代

わって「care taker」、あるいは「care giver」といった語が、発達研究者の間でも一般の人々の間で

も今や市民権を得ている 13）。このように欧米においても、社会・文化的背景は異なるものの、父

性・母性と捉えるのではなく、統合された資質、「親性」として捉えていくという点では、

同様の傾向にあるといえる。 

  

2.2 親性の定義 

船橋２）は性別に関係なく、人間として共通な部分を「親役割」と呼び、親役割遂行の結果あらわ

れてくる特性を「親性」と呼んでいる。「親性」は親である期間、および親としての意識や行動等で

ある。汐見 46）は「母性」「父性」「親性」について “「母性」を親のうちの生物学的女性である母親が

有している育児能力や態度のことを指しているのではない。男性、女性を問わず、育児過程にあ

る子どもの感情を敏感に感じ取り、子どもの要求を優しく受容し、さほど意識しないでも適切な働き

かけを行える親の無私の愛情や能力のことを指しており、母親だけでなく父親にも必要なもの”と

考えている。鮫島 43）は「親性」を“生物学的性差を認めた上で、両性共に、親となることにより発達

する個人の人格的特性そして、親自身へ方向性のある概念”と定義している。谷向 51）は、「親性」

を、“親として育ちゆく命である子どもをいつくしみ育もうとする心性とし，これまで、父性・母性は、

生物学的性差を基盤とした特性と考えられてきたが、親性は性別や年齢に関係なく、また子の親

であるかどうかに限らず誰もが持つ特性である。親性の発達は発達も生涯にわたり続く”と述べて

いる。つまり青年期に限らず、幼少時から生涯にわたり続くものと考えている。 

 このように、母性と父性、または親性・育児性・養護性に関する研究動向や議論では、両性が

共に備えるべき資質とする共通認識が形成されつつあると考える。しかし、伊藤 11）が述べるように、

母性と父性は、それが異なる機能を持つ前提のもとに展開されているのに対し、親性・育児性・養

護性は、母性・父性という異なる機能を前提としない点に集約される。したがって、育児性におい

ては男女という枠、養護性においては年代や血縁という枠からの脱却、親性については、包括的

な用語として今日位置づけられている用語と考えられる。これらを統合して、本研究では，｢親性｣

を「男性・女性を問わず、親として育ちゆく命である子どもをいつくしみ、育もうとする心性であり、

幼少時から生涯にわたり発達する、子の親であるかどうかに限らず誰もがもつ特性」と定義する。 

親性準備性については親性という用語が用いられるようになった 1980 年以降、看護・心理・教

育・家庭・保育学領域において青年期の「親性」に関連した論文がみられている１）12）8）18）25）26）32）48。

これらの文献から、定義では、「情緒的・態度的・知識的に親の役割を果たすために十分な準備

ができているか」「心理的準備状態に限らず、行動面・身体面など育児行動を行うために必要な資
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質を形成している、あるいは形成された状態」などがあげられた。したがって、本研究では「親性準

備性」を、「親性の形成過程において親となる以前から段階的に形成される資質」と定義する。親

性準備性が高まると，子どもや育児への興味・関心，親になることへの意識が高まることから６），本

研究では親性準備性尺度の２つの下位概念（乳幼児への好意感情・育児への積極性）により測

定する。 

 

3．親性の発達過程 

3.1 乳幼児との接触体験学習の必要性 

今日の社会は親性を学び育む機会が極端に乏しくなっているため，かつては家庭や社会

のなかに自然に備わっていた親性の教育機会を，意図的に創り出す必要性や将来親となる

若い世代を対象とした長期的な視点に基づく施策が必要性である。柏木 13）は、本能ではなく

学びはぐくまれるものである親性、養護性を、学び育む機会が今極端に乏しい社会になってしま

ったことから、親教育の必要性について、提唱している。大日向 34）も同様に、将来親となる若い世

代を対象とした長期的な視点に基づく施策の必要性を指摘し、その子育て支援策の一環として

赤ちゃんふれあい体験を提唱している。 

柏木 13）は、親準備のための経験の必要性について、母性の発達に関する最近の研究、子ども

への暖かい愛情や適切な子育て行動が何によって規定されているかを検討した研究では、育む

性としての（母性）が長年の学習の産物であることを明らかにしている。とりわけ育む心と行動には

母親の生育歴と現在の子育て環境が重要であることを指摘している。母性愛の研究を早くから手

掛けている平井 7）、井上・深谷 9）は、幼少時に子どもの相手をしたり遊んだりした経験が多いこと、

また自分が母親からやさしく世話をうけたと認識していることが、若い母親の子ども好きであること

や子どもについて肯定的なイメージをもつことと関係していることを見出している。中西ら 29）は、男

女高校生を対象に乳幼児に対する態度、親になることに対する態度について、感情・行動・認知

面から親性準備性（子どもへの関心、子ども好き、育児への価値評価など）を測定した。その結果、

中学生以降に乳幼児と接した経験が多いこと、家族との生活に積極的に関わり、家族関係が好ま

しいこと、保育について学んだ経験があり、家族・保育に対する興味が高いと親性準備性も高く、

男子よりも女子の方が親性準備性は高いことを明らかにしている花沢ら 4）も、幼い者への愛情・関

心・世話をしたい気持ち，つまり養護性は男性であれ女性であれ、赤ちゃんの世話をした経験の

多少によって決まることを明らかにしている。赤ちゃんとつき合った経験の少ない女子は、つき合

いの多い男子よりも養護的な感情・要求が低いと述べている。 

このように、親性準備性を発達させるためには、乳幼児の世話体験・学習が重要な役割を果た

すことが明らかになっている。 

 

3.2 わが国の保育体験学習の位置づけ 

わが国において青年期の親性育成の関連要因として位置づけられている「子どもとの接触体

験」は、第１に、保育教育において重要な学習方法として提示されている。平成 10 年改訂の中学

校の家庭科の学習指導要領には、幼稚園や保育所等での幼児とのふれあいという具体的な学習

方法が明記された。第２に厚生労働省の施策としての事業があげられる。思春期の青少年に健診

等の場において乳幼児と接する機会をつくり、父性や母性の涵養をはかると共に、生命の尊厳や

性に関する教育を行うことを目的として「思春期における保健・福祉体験学習事業」（乳幼児との
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ふれあい育児体験学習）を、平成３年度から市町村母子保健事業として開始した。これは、生命

の尊厳や性に関する知識を与え、母性や父性の涵養を意図したもので、「思春期保健福祉体験

学習事業」、別名「ヤング・ペアレントフッド事業」と呼ばれている。さらには、少子化社会対策大綱

(2004 年６月閣議決定)の掲げる４つの重点課題に沿って、平成 21 年度までの５年間に講ずる具体

的な施策内容と目標が提示された 17）。このうち、「生命の大切さ、家庭の役割等についての理解」

では、「保育所、児童館、保健センター等において中・高校生が乳幼児とふれあう機会を提供」「全国

の中・高等学校において、子育て理解教育を推進する」ことが目標とされ、全国の市町村で、地域の

様々な期間が連携、保育所と中・高校が連携して実施、乳児健診対象者の協力を得て実施、市町村

と児童館の連携など様々な取り組みが行われている 52）。さらに、大学生へのふれあい育児体験の

報告もあり 47）、医学部の学生に対し、ヒューマンコミュニケーション授業の一環として、継続的なふ

れあい育児体験が実施されている。 

 

3.3 諸外国の保育体験学習の位置づけ 

 諸外国においても「乳幼児との接触体験」の重要性は早くから注目されてきた。アメリカでは多く

の高校において保育室が設けられ、保育園の子どもが通ってきて高校生と長期間にわたって接

する学習が取り組まれてきた 24）。藤後 55）によると、青年期を対象としたペアレンティングプログラム

が紹介されている。1989 年に開発された EＰ（Education for Parenting）、1996 年に開発さ

れた ECP（Educating Children for Parenting）は教室への親子訪問の観察を中心に組み

立てられており、特に、ECP は、生徒自身が親子訪問の企画・実施・評価を行う点が特徴的だと

述べている。カナダのトロント市では、Gordon3）によって開発された RE（Roots of Empathy）と

いう教育プログラムが実施されており、我が国にも紹介されている。このプログラムではある親子が

クラスの一員として迎えられ、10 か月以上にわたって月に１回教室を訪問し、子どもたちと過ごし、

子どもたちは、乳児の要求・成長・発達について学ぶだけでなく、親と乳児の関係を観察すること

によって、共感を理解することができることが特徴とされている 48）。 

 

3.4 乳幼児との接触体験学習の効果 
   「子どもとの接触体験」の効果についてはすでに多くの知見が積み重ねられている。家庭科教

育においては、保育体験学習が、子どもへの情意的・感情的領域を高めることが報告されている。

28）29）。思春期保健福祉体験学習においても、乳児・幼児・子育て・親に対する否定的な認識が減

少し、肯定的なイメージや認識を持つ生徒が増加すること、特に、体験前には乳児との接触体験

がなかった男子生徒にとって、体験は自己と結びついて親を今までとは違った側面から捉える機

会となっていることが報告されている 10）。思春期保健福祉体験学習の問題点として一部の生徒だ

けが対象であること、その体験が保育学習へつながっていかないことがあげられているが 15）、学

校教育という制度の中で、必修科目である家庭科で実施される保育体験学習は、共通に子どもと

のふれあいの機会を与えることができることから、非常に重要な役割を担っていると考えられる。ま

た、国外においては、Gordon によって開発された RE（Roots of Empathy）教育プログラムの

教育的効果について、学級から暴力やいじめがなくなること、親の赤ちゃんに対する反応が豊か

になり、自己評価が高まること、生徒たちは親になることを評価するようになることをあげている 49） 

親性育成に関する従来の介入研究は，中学・高校生を対象にした単発的なものや妊婦や親にな

ってから行われ，心理学的検討が多く，親性準備期にある未婚の青年期男女を対象に科学的・計画
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的に検証した介入研究は少ない。このため、本研究で検討する局所脳活動の指標による親性育

成過程の解明は，国内外の報告にみられず新規性・独創性に富んでいる。本研究では「親性準

備性」を定義し、これを増進すると考えられる「乳幼児との継続接触体験学習」を行い、

親性準備性尺度および局所脳活動により評価した。学習効果として「親性準備性」の増進

とともに、「母親のわが子に対する反応」として先行研究により明らかになっている「母

性(親性）」領域が学習により賦活化することが予測された。 

 
4．親性に関わる神経基盤 

4.1 fMRI（機能的磁気共鳴画像）による脳機能評価 

 fMRI により、知覚や運動など比較的低次の脳機能からより高次な精神活動まで、ヒトの脳内機

構を明らかにしようとする研究が盛んに行われるようになった。 

 顔の知覚全般にかかわる視覚野としては後頭側頭葉、とくに下後頭回、紡錘上回、上側頭回

（および上側頭溝）があげられる。表情認知において最も注目される脳部位は扁桃体である。扁

桃体は、側頭葉の内側前方に両側性に位置する神経核の複合体であり、情動処理一般にとって

重要な役割を果たしている。扁桃体の機能はラットなどの動物を用いた研究で詳細に調べられて

おり、その主要な機能は、刺激の情動的重要性において、動物の認知や情動反応を調整する事

である。いいかえれば、外部からの刺激に対して情動的価値（他個体との関係では社会的価値）

を結びつける機能といえる。ヒトの扁桃体は、ほとんどすべての感覚野からの入力を受けており、

また出力は新皮質だけでなく前脳基底核、海馬、基底核、視床下部など多様な脳領域にわたっ

ている。こうした解剖学的な特徴にも、ヒトの扁桃体が担う情動処理機能の多様性が反映されてい

る 56） 

 表情認知においてもうひとつ重要な脳領域は前頭眼窩野である。前頭眼窩野は、この領域を含

む前頭葉内側部の損傷患者が示す様々な不適応行動から、ヒトの正常な社会行動を支える、多

様で高度な調整機能を担う脳領域であるといわれている。また、この領域と扁桃体とのあいだには

密接な神経結合があり、扁桃体の情動処理に対してトップダウンで影響を及ぼしていると考えられ

る。現在のところ、視覚野や扁桃体と比較して、評定認知における前頭眼窩野の機能は、十分に

解明されているとはいいがたい 56）。 

 表情認知に扁桃体や海馬などの辺縁系や前頭葉が関与していることは多くの fMRI 研究で確

証されている｡扁桃体は、側頭葉の内側前方に両側性に位置する神経核の複合体であり、情動

処理一般にとって重要な役割を果たしている｡その主要な機能は、刺激の情動的重要性に応じて、

動物の認知や情動反応を調整することである｡課題としては、提示される表情を受動的にみてい

る課題、提示された表情と同様の気分を誘発させる課題、表情に含まれる感情価やその程度を

評価する課題などがある 16）。 

 

4.2 人間の親性行動の神経基盤 

fMRI は，脳機能画像法として感情，注意，認知などについて研究が進められてきて久しいが，

人間の親性行動の脳科学的基盤については十分に解明されていない。親性の脳科学的視点に

関する研究では，母親を対象に乳児の泣き声や笑い声に対する脳賦活部位を検討した以下の

報告がみられている。聴覚刺激課題では，母親に fMRI スキャン中にヘッドホンで新生児の泣き

声の音声テープを聞かせ，ホワイトノイズを聞かせたときと比較して，前部帯状回と右側中前頭回



 6

の賦活を認めた報告 21）や，さらに後部帯状回，右側下前頭回，右側島の賦活を認めた報告 22）

がある。3 歳以下の子供のいる母親・父親と子どものいない男女を対象に，乳児の泣きと笑いの音

声刺激課題とした fMRI 研究 45）では，笑い声と比較して泣き声刺激時に親群が非親群より，両側

島，右扁桃体が賦活した。親群は泣き声に右扁桃体が賦活した一方で，非親群は笑い声に右扁

桃体が賦活した。写真など静止画の視覚刺激課題による fMRI 研究もいくつかみられる。母親を

対象に自分の乳児と知らない乳児の写真を刺激課題とした研究 31）では，自分の乳児の写真刺激

時に両側眼窩前頭回～下前頭回がより強く賦活した。母親を対象に自分の子どもとその友達の

写真を刺激課題とした研究 20）では，自分の子どもの写真刺激時に前部帯状回，後部帯状回，右

側扁桃体，左側島，両側中前頭回，右側下前頭回，右側上側頭回などが賦活していることを報

告している。また，ビデオによる映像を刺激課題とした研究では，知らない乳児のビデオと比較し

て自分の乳児のビデオ刺激時に左側扁桃体，右側側頭極が賦活した 36）これらの報告より，眼窩

前頭野，上側頭回などの共感性に関する領域，扁桃体，島，帯状回，中前頭回，下前頭回など

感情・情動に関する領域などが，親性を構成する脳機能と関連していることが推測される。 

 

5．青年期男女における親性発達と神経基盤に関する研究 37）38）39） 

5.1  研究目的 

出産・育児経験がない青年期男女に対し，乳幼児との継続接触体験を実施し，その効果を対照群

との比較および男女比較により心理学指標に加え局所脳活動の指標（fMRI）により明らかにする。本

研究では、乳幼児との継続接触体験による親性育成効果を，親性準備性尺度（乳幼児への好意

感情、育児への積極性の２つの下位概念で構成）により測定した。また、乳児の発する信号に情

動反応を含めて鋭敏に反応することが親性のひとつの要素と考え、情動喚起課題に対する感

情野の局所脳活動変化により測定した。 

5.2  研究方法 

１）期間：平成 19 年 9 月～平成 21 年 3 月 

２）対象：対象者は，募集案内の掲示により研究参加協力を得られた出産・育児経験のない看護・

教育系大学生男女 39 名で，乳幼児との継続接触体験群 19 名（男性 9 名，女性 10 名）（以下，

体験群）と，体験しない群 20 名（男性 10 名，女性 10 名）（以下，非体験群）の 2 群に分けた。 

３）方法； 

①質問紙調査の実施：基礎データ（年齢・兄弟の有無）・子どもとの接触体験。  

②乳幼児とのふれあい育児体験プログラムの実施：体験群は平成 19 年 10 月～平成 20 年 1 月

に 1 回/1～2 週，1 回 2～3 時間，3 か月間合計 10 回の「乳幼児とのふれあい育児体験プログラ

ム」に参加した。内容は①事前学習（オリエンテーション・保育園の 1 日・注意事項・乳幼児の特徴

と保育について） ②保育園でのオリエンテーション ③保育園の 0 歳児クラスで 1 回/1～2 週，1

回 2～3 時間，計 10 回程度の乳幼児との継続接触体験の実施, で構成し，実施施設は，施設長

および保護者の研究協力・同意の得られたＡ県内の 3 保育園であった。実施期間は，乳幼児との

関係性の構築や発達の変化が体験できる期間と考え，3 ヶ月間に設定した。体験の内容は，日常

の保育の中で体験可能な項目のうち，親性喚起に関係する「抱っこ，びん哺乳，離乳食，オムツ

交換，話かける，あやす，寝かしつける，遊ぶ」などで構成され，育 児 技 術 （精 神 運 動 領 域 ）・

乳 幼 児 の印 象 （認 知 領 域 ）・乳 幼 児 との関 係 性 ・乳 幼 児 に対 する情 緒 面 （情 意 領 域 ）に

働きかけた。対象者は一人の乳幼児を中心にして同室の園児に関わった。 
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③データ収集方法：体験群は，ふれあい育児体験前後に 3 か月の間をあけデータ収集した。非

体験群（青年期対照群）は，平成 20 年 10 月～平成 21 年 3 月に 3 か月の間をあけデータ収集

した。体験群の体験前後，非体験群の前（１回目）と後（２回目）に親性準備性尺度，情動喚起課

題に対する脳賦活部位の変化をｆMRI により評価した。 

 

４）データ収集内容 

①親性育成の心理尺度による評価 

 親性準備性尺度 54）を一部改定〕は青年期の親性準備性に焦点を当て測定する。乳幼児への

好意感情（9 項目），育児への積極性(13 項目）の合計 22 項目から構成され，5 段階評定法で「あ

てはまらない」～「あてはまる」の各回答に 0～4 点を与える。青年期後期男女に対する信頼性と構

成概念妥当性，併存妥当性を確認している 41)。 

②情動喚起課題に対する局所脳活動(fMRI)による評価 

乳幼児は泣くことにより自らの身体的，精神的な不快感や要求を訴え，周囲の注意を引こうとする。

また，幼児の泣き声は他の表情刺激に比べて被験者の覚醒状態を高める 53）19）。これらの知見を

踏まえ，乳児の泣きに対する反応は，乳児に対する敏感性・共感性・情動の理解・受容の程度を

反映し，親性育成の一指標になると考え，「乳児の泣き顔」を編集した課題により情動を強く生起

させることを試みた。 

  MR 装置は GE 社製 Signa Horizon 3.0T (GE WI，USA )を用いた。課題として，乳児の「泣

き」課題（21 秒），中立映像に音圧を一致させたホワイトノイズを同時に提示した「ホワイトノイズ」課

題（21 秒），映像なしで無音状態「コントロール」課題（21 秒）の 3 条件をそれぞれ繰り返すブロッ

クデザインとした（図１）。1 課題目は聴覚刺激（非磁性体ヘッドホン着用）のみ，2 課題目は聴覚・

視覚（プロジェクターから足下に置いたスクリーンに映像提示）の両方の課題とした。対象者の覚

醒状態を，7～13 秒毎にスクリーンに提示される赤枠出現時にボタンを押す作業を課すことで確

認した。なお，映像による対象者の馴化をさけるため，ランダムに前後で異なる乳児の映像を提示

した。 

 

５）データ分析方法  

（1）基礎データ，子どもとの接触体験，親性準備性尺度はχ２検定，ｔ検定，二元配置分散分析を

用いた。統計的解析は SPSS17.0j により行い，有意水準は p<0.05 とした。（2）fMRI の画像解

析は，課題時と安静時の脳血流変化量を統計的に検討した。ｔ検定および二元配置分散分析を

用い，Matlab 7.1 (The MathWorks，MA，USA)，上の SPM5 （Statistical Parametric 

Mapping：解析ソフト) (Wellcome Department of Cognitive Neurology，London，UK) によ

り行った。有意水準は corrected p<0.05, cluster level とした。 

 

４）倫理的配慮 

（1）対象者およびその保護者には，研究目的，意義，内容（方法・期間），安全性，参加を中止あ

るいは拒否する権利，拒否しても一切不利益をこうむらないこと，プライバシーが保護される権利

が保障されていることなどを明記した依頼文書を提示し，同意書を用いて同意を得た。（2）実施施

設となった保育園を管轄する責任者，保育園長には研究者が直接説明，保護者には園長を通じ

文書を用いて説明し，同意を得た。なお本研究は福井大学医学部倫理審査委員会(19 第 18 号)
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の承認を得た上で実施した。 

 

6． 仮説 

1) 親性準備性尺度「乳幼児への好意感情」「育児への積極性」において，体験群は体験前より

体験後に有意に得点が高まるが，非体験群は前（1 回目）と後（2 回目）に変化を認めない。 

2) 局所脳活動の指標である fMRI において，体験群は体験前より体験後，有意に「泣き」におけ

る情動関連領域の賦活が認められるが，非体験群では，前（1 回目）と後（2 回目）に変化を認

めない。 

 

7 結果 

7.1 対象者の特徴 

     対象者の年齢は、体験群 19 名が 18.8±1.0 歳（男性 9 名 19.3±1.2、女性 10 名 18.4±0.5）、

体験群 20 名が 18.6±0.6 歳（男性 10 名 18.9±0.6、女性 10 名 18.3±0.5）であった。年齢，兄弟

の有無，これまでの乳幼児との接触体験，小中学校・高校におけるふれあい体験において，体験

群・非体験群、男女間に有意差を認めなかった。 

 

7.2 親性準備性尺度による体験前後の変化 

 親性準備性尺度得点は，「乳幼児への好意感情」において，体験群は体験前（31.33±4.73）・

体験後（33.26±3.59），非体験群は体験前（29.75±6.49）・体験後（30.15±6.64）であった。「育児

への積極性」において，体験群は体験前（34.94±5.32）・体験後（38.05±6.12），非体験群は体験

前（32.85±8.41）・体験後（33.15±8.15）であった。それぞれについて 2（体験：体験群・非体験

群）×2（回数：体験前・体験後）の分散分析を行った。また，男女差について 2（性別：男性・女性）

×2（回数：体験前・体験後）の分散分析を行った。 

１）親性準備性尺度「乳幼児への好意感情」について，体験と回数の交互作用は有意差を認めな

かった（Ｆ（1，37）＝2.90，NS）。回数の主効果は有意であり（Ｆ（1，37）＝6.67，ｐ＜0.05），体験

群において，体験前より体験後の方が有意に高かった（ｐ＜0.05）。非体験群においては有意な

変化を認めなかった（図 2）。 

２）親性準備性尺度「育児への積極性」について，体験と回数の交互作用は有意差を認めなかっ

た（Ｆ（1，37）＝4.07，NS）。回数の主効果が有意であり（Ｆ（1，37）＝5.91，ｐ＜0.05），体験群に

おいて，体験前より体験後の方が有意に高かった（ｐ＜0.05）。非体験群においては有意な変化

を認めなかった（図 3）。 

３）体験群・非体験群の比較では，「乳幼児への好意感情」「育児への積極性」それぞれにおいて，

体験前後に有意差を認めなかった。 

４）男女の比較 

親性準備性尺度「乳幼児への好意感情」について，性別と回数の交互作用は有意差を認めな

かった（Ｆ（1，17）＝0.19，NS）。回数の主効果は有意であり（Ｆ（1，17）＝10.07，ｐ＜0.0１），女

性において，体験前より体験後の方が有意に高かった（ｐ＜0.05）。男性においては有意な変化

を認めなかった（図 4）。親性準備性尺度「育児への積極性」について，性別と回数の交互作用は

有意差を認めなかった（Ｆ（1，17）＝1.75，NS）。回数の主効果が有意であり（Ｆ（1，17）＝19.25，

ｐ＜0.001），女性において，体験前より体験後の方が有意に高かった（ｐ＜0.01）。男性において
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は有意な変化を認めなかった（図 4）。 

 

7.3 fMRIによる脳賦活部位の体験前後の変化 

１）聴覚刺激課題 

①体験群の変化 

  体験前は，両側聴覚野に賦活を認めたが， 体験後は両側聴覚野だけでなく，両側中前頭回，

両側下前頭回，両側帯状回，補足運動野が賦活した。体験前後の t 検定の比較では，体験後の

方が両側前部/後部帯状回，両側中前頭回に有意な賦活を認めた（図 5）。 

②非体験群の変化 

  1 回目は，両側聴覚野，両側中前頭回，両側下前頭回，両側帯状回，補足運動野，両側小脳

が賦活した。2 回目は両側聴覚野，両側下前頭回，補足運動野，右小脳が賦活した。非体験群

の 1 回目と 2 回目の t 検定の比較では，有意差が認められる領域はなかった（図 5）。 

③体験群と非体験群の比較 

  分散分析による体験×回数の交互作用では，両側中前頭回)，両側下前頭回，両側島，両側内

側前頭回，両側前部帯状回の領域が，体験群の体験後に有意な賦活を認めた（図 6）（表 1）。 

④男女の比較 

体験前では，男女とも聴覚野である両側側頭葉が有意に賦活した。体験後では，女性では，両

側側頭葉のほか，両側帯状回や広範な前頭葉などで賦活を認めたが），男性では認めなかった。

体験前後の直接比較でも，女性の方が左側帯状回，両側中前頭回に有意に賦活を認めたが，

男性では認めなかった（図 7）。 

２）聴覚・視覚刺激課題 

①体験群の変化 

体験前は，両側視覚野，両側聴覚野，右側中前頭回，両側下前頭回，内側前頭葉，補足運動

野，両側扁桃体が賦活し，体験後は両側視覚野，両側聴覚野，右側中前頭回，右側下前頭回が

賦活した。体験前後に有意差がある領域は認めなかった。  

②非体験群の変化 

非体験群の 1 回目において， 両側視覚野，両側聴覚野，両側中前頭回，両側下前頭回，補

足運動野，両側小脳，両側扁桃体，両側海馬が幅広く賦活し，2 回目は両側視覚野，両側聴覚

野，右側下前頭回，両側扁桃体，右側海馬が賦活した。1 回目と 2 回目の比較では有意差がある

領域を認めなかった。 

③体験群と非体験群の比較 

分散分析による体験×回数の交互作用では，有意差を認める領域はなかった。 

④男女共に体験前後ともほぼ同様な賦活を認め，体験前後の直接比較においては，有意に賦活

した部位は認めなかった(図６)。 

 

8. 考察 

8.1 対象者の特徴 

  対象者のこれまでの「乳幼児との接触体験」「乳幼児とのふれあい育児体験」は，体験群・非体

験群，男女間に有意差を認めなかった。29）は，男女高校生を対象に親準備性を測定し，男女を

問わず親準備性の高い者は低い者に比して乳児を抱いたりおんぶした経験，子どもと遊んだり世
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話をした経験をより多くもっていることを明らかにしている４）も，幼い者への愛情・関心・世話をした

い気持ち，すなわち養護性は男性であれ女性であれ，乳児の世話をした経験の多少によって決

まることを明らかにしている。しかし，本研究の対象者においては，これまでの親性を喚起する経

験に関しては，体験群・非体験群間，男女間に有意な違いはみられず，結果に影響を及ぼすよう

な群間差はみられなかった。   

8.2 乳幼児とのふれあい育児体験の評価 

  出産・育児経験のない青年期男女に乳幼児とのふれあい育児体験を実施し，親性育成効果を

心理・脳科学的指標により明らかにすることを目的とした。乳幼児とのふれあい育児体験の効果が

あれば，体験群において，体験前より体験後は親性が喚起される。また，親性が喚起されることに

より，乳児の「泣き」に対する敏感性・共感性が高まることが予測される。非体験群においては体験

の影響を受けないため，前（1 回目）と後（2 回目）では親性や乳児の「泣き」に対する反応に変化

が認められないことが予測される。 これらのことから乳幼児とのふれあい育児体験の効果を仮説

に沿って考察する。 

 

1）親性準備性尺度の変化による評価 

  仮説 1：親性準備性尺度「乳幼児への好意感情育児への積極性」において，体験群は体験前

より体験後，有意に得点が高まるが非体験群は前（1 回目）と後（2 回目）には変化が認められない，

について検証する。 

(1）親性準備性尺度の変化による評価 

 親性準備性尺度「乳幼児への好意感情」「育児への積極性」の得点ともに，体験群において，体

験前より体験後の方が有意に高くなったが，非体験群においては有意な変化を認めなかった。つ

まり，体験群は，乳幼児とのふれあい育児体験の効果がみられ，親性準備性が高まった。乳幼児

や子どもの接触体験の効果については，国内外においてすでに多くの知見が積み重ねられてい

る。乳幼児とのふれあい体験は，数多く見られ様々な年代に行われているが，ねらいとするところ

は，小学校，中学校では親性の涵養，生命教育，性教育，高校・大学では，これらに加え，人間

関係の基本を学ぶこと，思いやりの心への気づき，いのちの畏敬，親への感謝，役立ち感，自己

肯定感，コミュニケーション力の向上などがあげられる。体験後はネガティブなイメージが減少し，ボ

ジティブなイメージをもつ生徒が増加したことが報告されており 29）4）3）49））19）2）1）34），先行研究を支持

する効果がみられた。つまり，継続接触体験の効果として，乳幼児の成長・発達の実感，子どもの

特性の理解，乳幼児との信頼性構築やコミュニケーションの積み重ねにより，乳幼児と関わること

の楽しさを体験し，好意感情が培われ，親性育成に肯定的に影響したと考えられた 37）24）。したが

って親性準備性尺度において，体験群は体験前より体験後有意に高くなったことから，乳幼児と

のふれあい育児体験による親性育成効果が検証された。 

男女差では，親性準備性尺度において，男女それぞれの体験前後の比較では，女性に体験

前より体験後有意な差を認めた。また，体験前後の男女の比較では有意な差は認めなかった。類

似の尺度を使用した先行研究では 5），男女大学生の親性準備状況の調査に対し，女子学生が

男子学生よりも有意に得点が高かった。この要因として，幼い子どもとの過去の接触体験や，母親

に対する肯定的認識・両親の子育てに対する肯定的意識が影響していることが報告されている。

一方，女子が男子より子どもへの親和や子育てへの受容が高いことは実証されてきた事項である

が，高校２．３年ではほとんど男女差はないことや 11），親性準備性は女子のみでなく男子におい
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ても発達していることが報告されている 27）。しかし，本研究の結果からは，少なくとも女性に体験効

果がみられやすいことが考えられた。したがって，乳幼児との接触体験を行う際はこれらの性差へ

の配慮が必要と考える。さらに，１回の単発的な体験が多い現状や，体験に拒否的な反応をみせ

る対象者が存在する 50）という報告がみられている。また，本研究と同様の継続接触体験による対

象者の意識や行動の変化の男女差を検討した報告において 39），体験初期は，男性に「ショック」

「無反応」など戸惑いを感じた対象者もみられていた。これらのことから,乳幼児との接触体験がで

きるだけ肯定的な体験になるよう，特に男性には乳幼児の特徴の理解や保育技術の練習など，

十分な事前学習が必要と考える。 

したがって親性準備性尺度において，体験群は体験前より体験後有意に高くなったことから，

乳幼児とのふれあい育児体験による親性育成効果が検証された。 

 

2)情動喚起課題に対する脳賦活部位の変化による評価 

仮説 2：fMRI において，体験群は体験前より体験後，有意に「泣き」における感情野の賦活が

認められるが，非体験群では，前（1 回目）と後（2 回目）には差が認められない，について検証す

る。 

 聴覚刺激だけのセッションにおいて，体験群では，体験後の方が両側前部/後部帯状回，両側

中前頭回などに有意な賦活がみられた。一方で，非体験群においては，非体験群の 1 回目と 2

回目の比較では，差が認められず今回の実験の結果は馴化の影響を受けないことが認められた。

分散分析においても，両側中前頭回，両側下前頭回，両側島，両側内側前頭回，両側前部帯状

回の領域が，体験群の体験後に有意に強く賦活しており，今回の体験で学習効果を得た領域と

推察された。 

  今回の研究結果から，体験群の体験前後で両側の前部/後部帯状回，中前頭回が体験によっ

て新たに賦活が誘発され，ホワイトノイズと乳児の泣き声の相違をより認知しやすくなったと推察さ

れる。体験群と非体験群の分散分析による体験×回数の交互作用でも，両側中前頭回，両側下

前頭回，両側島，両側内側前頭回，両側前部帯状回の領域が，体験群の体験後に有意な賦活

を認めた。これらは先行研究を支持する結果であった。青年期男女に対するふれあい育児体験

後の、乳児の泣き声や映像に対する脳賦活部位の反応と、すでに親性を獲得していると考えられ

る母親の反応を比較することは重要である。もし母親の反応と同様の結果が得られれば、ふれあ

い育児体験による親性育成効果が予測できる。 

母親を対象に乳児の泣き声や笑い声に対する脳賦活部位を検討した報告では、1999 年からいく

つかの報告がされている。音声刺激による課題において、Lorberbaum21）（1999）は、母親 7 名

(21-46 歳)、児 4 歳未満(3 週から 3 歳半)に対し、コントロール(30 秒)、レスト(15 秒)、課題(30 秒泣

き声)、レスト(15 秒)の刺激を 4 クール実施した｡泣き声は、生後 1 か月の女児の苦痛による泣き声、

生後 1 週の母子分離による泣き声を交互に行った｡質問紙による気分の反応把握はリッカート法

で調査し、母親に録音された乳児の泣き声およびコントロール音の白色雑音を聞かせた｡fMRI 解

析の結果、７人のうち、４人の対象者において、右側前部帯状回、中前頭回、上前頭回が、白

色雑音と比較して、泣き声の時に統計的に活動が増した脳領域であった。また、10 人の母親

を対象に、健康またはハイリスク乳児の泣きを刺激課題とした研究 22）では、右側前部/後部

帯状回、右側上/中/下前頭回、島、上/中側頭回、尾状核、被殻、視床、視床下部、中脳な

どが賦活していた。 



 12

乳児の泣きと笑いを刺激課題とした研究 45）では、母親・父親各 10 名、子どものいない男女各

10 名を対象に、乳児の泣きと笑いを６秒提示した結果、子どものいる成人の脳内では、笑い声より

泣きに扁桃体が賦活した。一方、子どものいない成人は泣きよりも笑い声に反応し、扁桃体、島、

前頭皮質が賦活していることが報告されている。 

視覚刺激(顔認知、静止画像)による課題による報告もみられている。６名の母親を対象に自分

の乳児と知らない乳児の写真を刺激課題とした研究 31）では、眼窩前頭野、紡錘回が賦活してい

た。７名の母親を対象に自分の子どもと知らない子ども（５～10 歳）の写真または成人の写真 135

枚を刺激課題とした研究 20）では、自分の子どもの写真に扁桃体、島、帯状回など、自分の子ども

ではないが知っている子どもの写真に扁桃体、大脳皮質が反応し、子どもと成人の比較では、子

どもの写真に対し紡錘回、上側頭回などが賦活していることが報告されている。 

 これらの報告より、共通して上げられている脳部位としては、紡錘回など顔の見分け（face 

processing）、眼窩前頭野、上側頭回など共感性、心の理論に関する部位、扁桃体、島、帯状回、

前頭-側頭連結部など感情・情動に関する部位があり、これらが親性を構成する脳機能と関連し

ていることが推測される。また、本研究では、刺激課題として、ビデオ映像を選択した。Ranoteら 36）

により、ビデオによる映像を刺激課題とした親性に関する研究が報告され、側頭極、扁桃体が乳

児への母親の反応に関する脳部位として重要としている。 

本研究の結果では、育児体験群では、統計学的には有意ではないものの、終了後に眼窩前頭

野、両側前部帯状回にて変化が認められた一方、対照群では、３か月間の前後で変化が認めら

れなかった。 

 これらの結果は、先行研究と同様に、紡錘回など顔の見分け、眼窩前頭野、上側頭回など共感

性、心の理論に関する部位、扁桃体、島、帯状回、前頭-側頭連結部など感情・情動に関する部

位であり、未婚で育児体験のない青年期においても、実際乳児を持つ母親と同様に、経時的な

乳児との接触体験学習が、親性に関する脳神経回路の発達に関与したものと考えられる。 

前部帯状回は辺縁系の一部であり，感情，注意に関連し，後部帯状回は認知と関連する脳部

位である。すなわち，乳幼児との接触体験により，乳児の泣き声に対する敏感性が高まり，注意が

向き，さらには乳児が泣いている状況の推測，その乳児への共感性への育成などにつながったと

推察できる。このことは，筆者らが行った先行研究における，自由記述の分析の結果，体験前は

否定的感情やとまどいがみられたが，体験後は泣きに対する敏感性，共感性や対応法の育成が

みられたことからも裏付けられた 40）。一方，聴覚と視覚の両方の刺激課題は，体験前後の比較に

おいて有意に賦活した部位は認めなかった。この理由として，聴覚と視覚の両方からの情報量

は多く，体験前でも十分な反応があり，体験後と差が出にくかったことが推察される。これらの

ことから，乳幼児とのふれあい育児体験により，乳児の泣き声に対し，鋭敏になり情動的な反応を

示すようになったことが考えられた。つまり，この反応は親性育成を示すことが推察された。 

性差においては，聴覚刺激における，「泣き」と「ホワイトノイズ」の比較では，男女とも体験前は

両側側頭葉が有意に賦活するのみであったが，体験後は，女性の方が両側側頭葉のほか，両側

の帯状回，前頭葉に有意に賦活を認めた。前部帯状回は辺縁系の一部であり，感情，注意，

後部帯状回は認知と関連する脳部位であることから，女性の方が体験を通し乳幼児の泣きに

対する敏感性，関心が高まりやすいことが推察された。性差に関する報告では、子どものいない

男女各 9 名に乳幼児の泣きと笑い声を提示した結果，扁桃帯，前部帯状回が女性に強く賦活し

た研究 45）や母親・父親各 10 名を対象に、乳児の泣きと笑いを提示した結果、女性は子どもの有
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無に関わらず、前部帯状回が賦活した研究 44）がみられ，女性は泣き声に応答しやすいことが報

告されている。本研究の対象者においても、これまでの乳幼児との接触体験には有意な差はなか

ったことから、子どもの応答性に対する生来的な性差の可能性が考えられた。このため、親性育

成における性差への配慮が必要なことが示唆された。 

以上のことから，fMRI において，体験群は体験前より体験後，有意に「泣き」における情動関連

領域の賦活が認められたが，非体験群では，前（1 回目）と後（2 回目）には差が認められなかった

ことから仮説は検証された。 

 

9. 親性育成への提言 

  本研究の結果から，親性準備期である青年期における乳幼児との継続接触体験が，親性

を促進させるための経験や学習の機会となることが，心理・局所脳活動指標により明らか

となった。本研究で対象とした青年期は，アイデンティティや価値観の確立といった心理的な

成熟を特徴とし 30），約 10 年後に平均初婚年齢を迎え，親となることや結婚・妊娠・出産について

興味・関心を抱きやすい時期であった。したがって，親性を獲得するための働きかけを行うには重

要な時期と考える。しかし，わが国では青年期後期から初婚年齢を迎える男女への働きかけ

の機会は少なく，システム化されていない現状にある。このため，将来親になるかどうかに

関わらず，教育・地域・行政と連携し，各発達段階の対象者へのライフサイクル全般を通し

た親性育成支援の体系化が必要である。具体的には，青年期以降は，ヒューマンコミュニ

ケーション能力の育成をめざす大学を中心に大学カリキュラムへの導入，社会人である初

婚年齢を迎える男女に対する職場でのリプロダクティブヘルス教育の一環としての導入

があげられる。さらに，実際に親となる妊娠期から産褥・育児期については，親となるこ

との学習や育児中の親や乳幼児との交流が親性育成を促す重要な機会と考える。 

男女差においては，親性は乳幼児との継続接触体験などの学習により発達するが，女性の方

が男性より体験効果がみられやすいことが明らかとなった。このため，実施の際は事前の予期的

学習の他，体験の場にはコーディネート役などを置き，保育士や園児の間で対象者の反応に気を配

るなど，性差への十分な配慮が必要であることが考えられた。男性は育児を支援し，育児不安を

軽減する役割を担い，また虐待に関係する重要なキーパーソンであることから，男性に対する親

性育成のための具体的方法は重要と考える。 

 

10．結論 

本研究では青年期男女における親準備学習（乳幼児との継続接触体験を）の効果を明らかに

することを目的とし，従来の心理学的評価に局所脳活動の指標（functional MRI）による評価を

加え学習体験前後に評価した。対象者は，出産・育児経験のない青年期男女で，乳幼児との

ふれあい体験群 19 名と，非体験群 20 名の 2 群であった。親性育成評価のために質問紙調査

および親性を喚起しやすい乳児の「泣き」課題を提示し，心理（親性準備性尺度）・局所脳活動指

標（fMRI）による評価を体験前後に行った。その結果，親性準備性尺度得点は上昇し，fMRI で

は，両側中前頭回，下前頭回，内側前頭回，前部帯状回，島領域が有意に賦活されたこと

を認め，体験の積み重ねや乳児との関係性の構築により親性育成に肯定的に影響している

ことが明らかとなった。これらの結果から「親性準備性」を増進すると考えられる「乳幼児

との継続接触体験学習」が，「親性準備性」の増進とともに、「母親のわが子に対する反
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応」として定義された「母性」領域が学習により賦活化することが検証された。また，女

性は体験後，感情や注意，認知領域である左側帯状回，両側中前頭回が有意に賦活したが，男

性では認めなかった。女性の方が体験を通し乳幼児の泣きに対する敏感性，関心が高まることが

心理・脳科学的に明らかとなり，親性育成における性差への配慮の必要性が示唆された。 

以上をふまえ，今後の課題として，青年期男女の他に多様な事例を蓄積し，初婚年齢を

迎える男女に対する介入の評価，乳幼児との接触体験の長期的な効果の評価，親性の低い

対象者への介入の評価などを明らかにしていくことがあげられる。 
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図１ 情動喚起課題（fMRI） 

fMRI による脳賦活反応評価のため、課題は，乳児の「泣き」課題（21 秒），中立映像に音圧を
一致させたホワイトノイズを同時に提示した「ホワイトノイズ」課題（21 秒），映像なしで無音状態
「コントロール」課題（21 秒）の 3 条件をそれぞれ繰り返すブロックデザインとした。 
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図２　親性準備性尺度得点（乳幼児への好意感情）
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図３　親性準備性尺度得点（育児への積極性）
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図４ 親性準備性尺度の体験前後の男女比較  
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図 5 聴覚刺激課題に対する体験前後の脳賦活部位（fMRI）（paired ｔ検定）
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Paired t-test, corrected, P<0.05

学習効果
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体験群

非体験群

聴覚刺激課題に対する体験群・非体験群それぞれの体験前後の脳賦活部位（fMRI）の
paired ｔ検定による検定結果を示した。図の色の濃い脳領域は賦活がみられた領域であ
る。体験群は体験前と体験後の比較で色の濃い領域が体験後有意な賦活領域として認
められるが、非体験群の１回目と２回目の比較では変化が認められない。       
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交互作用
体験×回数 ANOVA

corrected, P<0.05
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図 6 聴覚刺激課題に対する体験前後の脳賦活部位（fMRI）（分散分析）
聴覚刺激課題に対する体験群・非体験群の体験前後の脳賦活部位（fMRI）の分
散分析による検定結果を示した。図の黄色の脳領域は脳の矢状断面像、水平断 
面像、冠状断面像における交互作用による有意な脳賦活領域を示す。体験群の
体験後で、両側中前頭回、島、前部帯状回等で強く賦活している。



        表 1  体験群と非体験群の体験×回数の交互作用の MNI 座標 

    Cluster-level 
Peak 

Coordinates＊ 
Voxel-level 

  領域 BA 
P 

corrected

K 

voxels 
x y z t 値  

P 

 FDR-corrected

交互作用（体験×回数）    

 右 島  0.003 828 38 12 - 2 4.50 0.017 

 右 下前頭回 47  32 28 0 4.26 0.017 

 右 中前頭回 9/10 0.004 795 32 44 36 4.39 0.017 

 左 中前頭回 9/10 0.000 1603 - 34 38 30 4.70 0.017 

 左 島   - 44 10 0 4.34 0.017 

 左 下前頭回   - 30 26 2 4.04 0.017 

 両 前部帯状回 32 0.000 1889 - 4 24 32 4.65 0.017 

 両 内側前頭回 6  8 14 48 4.32 0.017 

BA, Brodmann area 

＊ x, y, z, Montreal Neurological Institute Atlas coordinates.  
体験群と非体験群の体験×回数の体験前後の脳賦活部位（fMRI）の、分散分析による検定結果を x,y,z の座標軸
で示した。x,y,z は MNI（Montreal Neourological Institute：モントリオール神経学研究所の標準脳）の座標値（mm）
である。MNI 座標系は、前交連（anterior commissure）を原点（0,0,0）とし、前交連と後交連（posterior commissure）
とを結ぶ軸をｙ軸、原点を通りｙ軸に垂直な平面内で、側方にｘ軸、上下方向にｚ軸という右手座標系となっている。 
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図7 情動喚起映像に対する脳科学反応（fMRI）
〔体験前後の脳賦活部位の男女比較（「泣き」聴覚刺激のみ）〕

 

 

 

聴覚刺激課題に対する体験群男女それぞれの体験前後の脳賦活部位（fMRI）の paired 
ｔ検定による検定結果を示した。図の色の濃い脳領域は賦活がみられた領域である。女
性は体験前と体験後の比較で色の濃い領域が体験後有意な賦活領域として認められ
るが、男性では変化が認められない。   
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